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信用事業の基本業務等

正解（2）	 正解率　31.3％	

解　説

（1）金融の基本的機能には資金決済機能・資金仲介機能・信用創造機能があり，信用事業

はこれら 3 つの機能を具体化したものである。したがって，（1）は正しい。テキスト P3　

はじめに

（2）国債等の窓口販売業務は，貯金業務（受信業務）には該当しない。したがって，（2）は誤っ

ているので，本問の正解である。テキスト P3　はじめに

（3）融資業務は，貯金業務で集められた資金を組合員や団体に貸し出す業務で，貸出先に信

用を与えるところから，与信業務といい，貸出（証書貸付・手形貸付），手形割引，支払

承諾（債務保証）等がある。したがって，（3）は正しい。テキスト P3　はじめに

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（貯金・為替）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　信用事業の基本業務等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融には，資金決済機能・資金仲介機能・信用創造機能という３つの基本的

機能があり，信用事業はこれらの機能を具体化したものである。
（２）　貯金業務は，貯金者の資産を管理・保管する業務で，貯金者から信用を受け

てお金を預かるところから，受信業務といい，貯金業務，定期積金業務，国債
等の窓口販売業務がある。

（３）　融資業務は，貯金業務で集められた資金を，資金を必要とする組合員や団体
に貸し出す業務で，貸出先に信用を与えるところから，与信業務といい，貸出
（証書貸付・手形貸付），手形割引，支払承諾（債務保証）等がある。

［問２］　信用事業の特色等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は総合事業方式で運営されており，信用金庫，信用組合等の協同組織

金融機関を除いて，他の金融機関ではこのような金融事業と他事業との兼営方
式は認められていない。

（２）　農漁協の信用事業は，一定の地域内で，農業者や漁業者等の組合員とその家
族を対象に事業を展開しており，組合員でなければ利用することができない。

（３）　系統信用事業は，単位の組合（農漁協）にとどまらず，都道府県，全国の三段
階からなる組織を形成しており，三者がそれぞれの機能を分担・補完し，一体
となって事業を行っている。

［問３］　「協同組合のアイデンティティーに関する ICA宣言」の（　）内に当てはま
る語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさ
い。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，平等，公正，（　ａ　）という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，公開，（　ｂ　），
他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．連帯　　　　ｂ．社会的責任　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則
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信 用 事 業 の 特 色 等

正解（3）	 正解率　66.9％	

解　説

（1）総合事業方式は，農漁協が組合員の事業と生活にトータルとして奉仕する協同組合だか

ら認められている方式で，他の金融機関はもちろん，他の協同組織金融機関においてもこ

のような金融事業と他事業との兼営方式は認められていない。したがって，（1）は誤って

いる。テキスト P12　1-1　総合事業の特色

（2）農漁協は，一定の地域内で，農業者や漁業者等の組合員を対象に信用事業を営んでいる

が，そのほか，組合員の家族や地域住民，団体，法人，市町村なども一定の範囲内で農漁

協の信用事業を利用することができる。したがって，（2）は誤っている。テキスト P12・

13　1-3　地域金融

（3）系統信用事業は，単位の組合にとどまらず，都道府県段階（信連），全国段階（農林中

央金庫）の三段階からなる組織を形成しており，三者がそれぞれの機能を分担・補完し，

一体となって事業を行っている。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テ

キスト P13　1-4　組織金融

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（貯金・為替）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　信用事業の基本業務等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融には，資金決済機能・資金仲介機能・信用創造機能という３つの基本的

機能があり，信用事業はこれらの機能を具体化したものである。
（２）　貯金業務は，貯金者の資産を管理・保管する業務で，貯金者から信用を受け

てお金を預かるところから，受信業務といい，貯金業務，定期積金業務，国債
等の窓口販売業務がある。

（３）　融資業務は，貯金業務で集められた資金を，資金を必要とする組合員や団体
に貸し出す業務で，貸出先に信用を与えるところから，与信業務といい，貸出
（証書貸付・手形貸付），手形割引，支払承諾（債務保証）等がある。

［問２］　信用事業の特色等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は総合事業方式で運営されており，信用金庫，信用組合等の協同組織

金融機関を除いて，他の金融機関ではこのような金融事業と他事業との兼営方
式は認められていない。

（２）　農漁協の信用事業は，一定の地域内で，農業者や漁業者等の組合員とその家
族を対象に事業を展開しており，組合員でなければ利用することができない。

（３）　系統信用事業は，単位の組合（農漁協）にとどまらず，都道府県，全国の三段
階からなる組織を形成しており，三者がそれぞれの機能を分担・補完し，一体
となって事業を行っている。

［問３］　「協同組合のアイデンティティーに関する ICA宣言」の（　）内に当てはま
る語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさ
い。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，平等，公正，（　ａ　）という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，公開，（　ｂ　），
他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．連帯　　　　ｂ．社会的責任　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則
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協 同 組 合 理 念

正解（1）	 正解率　57.7％	

解　説

協同組合は，自助，自己責任，民主主義，平等，公正，（a. 連帯）という価値に基づい

ています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，公開，（b. 社会的責任），他人

への配慮という倫理的な価値をその（c. 信条）としています。

したがって，（1）が正しいので，本問の正解である。テキスト P13　2-1　協同組合理念

をもつ

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（貯金・為替）

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　信用事業の基本業務等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融には，資金決済機能・資金仲介機能・信用創造機能という３つの基本的

機能があり，信用事業はこれらの機能を具体化したものである。
（２）　貯金業務は，貯金者の資産を管理・保管する業務で，貯金者から信用を受け

てお金を預かるところから，受信業務といい，貯金業務，定期積金業務，国債
等の窓口販売業務がある。

（３）　融資業務は，貯金業務で集められた資金を，資金を必要とする組合員や団体
に貸し出す業務で，貸出先に信用を与えるところから，与信業務といい，貸出
（証書貸付・手形貸付），手形割引，支払承諾（債務保証）等がある。

［問２］　信用事業の特色等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は総合事業方式で運営されており，信用金庫，信用組合等の協同組織

金融機関を除いて，他の金融機関ではこのような金融事業と他事業との兼営方
式は認められていない。

（２）　農漁協の信用事業は，一定の地域内で，農業者や漁業者等の組合員とその家
族を対象に事業を展開しており，組合員でなければ利用することができない。

（３）　系統信用事業は，単位の組合（農漁協）にとどまらず，都道府県，全国の三段
階からなる組織を形成しており，三者がそれぞれの機能を分担・補完し，一体
となって事業を行っている。

［問３］　「協同組合のアイデンティティーに関する ICA宣言」の（　）内に当てはま
る語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさ
い。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，平等，公正，（　ａ　）という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，公開，（　ｂ　），
他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．連帯　　　　ｂ．社会的責任　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則
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法律行為を有効に行うための能力

正解　（2）	 正解率　76.9％	

解　説

（1）行為能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に帰属できる

能力をいう。したがって，（1）は誤り。テキスト P16　1-1　個人（自然人）のお客さま

（2）意思能力がない状態での法律行為は無効とされる（民法 3 条の 2）。したがって，（2）は

正しいので，本問の正解である。テキスト P16　1-1　個人（自然人）のお客さま

（3）権利能力とは，法律関係の当事者となって，権利を取得したり義務を負うことのできる

能力をいう。したがって，（3）は誤り。テキスト P16・17　1-1　個人（自然人）のお客さま

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　法律行為を有効に行うための能力について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　行為能力とは，法律関係の当事者となって，権利を取得したり義務を負うこ

とのできる能力をいう。
（２）　意思能力とは，行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいい，意思能

力がない状態での法律行為は無効とされる。
（３）　権利能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。

［問５］　制限行為能力者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組み

として，憲法は制限行為能力者制度を設けており，成年被後見人等を保護して
いる。

（２）　未成年者が新規で口座を開設する場合，利便性の高い総合口座の開設をおす
すめする。

（３）　認知症の高齢者など判断能力が衰えた人たちについては，法定後見制度を利
用すると，家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定
代理人となって取引をすることができる。

［問６］　貯金取引の相手方について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社など法人との取引は，代表取締役など代表権限のある人と行う必要

がある。
（２）　有限会社は，会社法の施行に伴い廃止されたが，従来からある有限会社は，

特例有限会社として存続している。
（３）　同窓会，同好会など法人格を有しない団体と取引をするときには，団体の印

鑑を届け出てもらって，団体の代表者と取引を行う。

［問７］　代理人と使者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わっ

て取引を行う。
（２）　代理人についての届出内容の変更は，必ず代理人本人から申し出てもらう必

要がある。
（３）　使者とは，正式な代理人届を出しておらず，本人から命じられた取引のみを

行うことができる人のことをいう。

−4−
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制 限 行 為 能 力 者

正解　（3）	 正解率　60.8％	

解　説

（1）法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組みとして，民

法は制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成年被後見人・被保佐人・

被補助人が該当する。したがって，（1）は誤っている。テキスト P17　1-2　制限行為能力者

（2）未成年者のお客さまが新規で口座を開設する場合には，未成年者保護のために，自動融

資（当座貸越）が受けられる総合口座ではなく，普通貯金口座を開設してもらう。したがっ

て，（2）は誤っている。テキスト P17　1-2　制限行為能力者

（3）認知症の高齢者など判断能力が衰えた人たちについては，法定後見制度を利用すると，

家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定代理人となって取

引をすることができる。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキスト

P17・18　1-2　制限行為能力者

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　法律行為を有効に行うための能力について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　行為能力とは，法律関係の当事者となって，権利を取得したり義務を負うこ

とのできる能力をいう。
（２）　意思能力とは，行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいい，意思能

力がない状態での法律行為は無効とされる。
（３）　権利能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。

［問５］　制限行為能力者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組み

として，憲法は制限行為能力者制度を設けており，成年被後見人等を保護して
いる。

（２）　未成年者が新規で口座を開設する場合，利便性の高い総合口座の開設をおす
すめする。

（３）　認知症の高齢者など判断能力が衰えた人たちについては，法定後見制度を利
用すると，家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定
代理人となって取引をすることができる。

［問６］　貯金取引の相手方について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社など法人との取引は，代表取締役など代表権限のある人と行う必要

がある。
（２）　有限会社は，会社法の施行に伴い廃止されたが，従来からある有限会社は，

特例有限会社として存続している。
（３）　同窓会，同好会など法人格を有しない団体と取引をするときには，団体の印

鑑を届け出てもらって，団体の代表者と取引を行う。

［問７］　代理人と使者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わっ

て取引を行う。
（２）　代理人についての届出内容の変更は，必ず代理人本人から申し出てもらう必

要がある。
（３）　使者とは，正式な代理人届を出しておらず，本人から命じられた取引のみを

行うことができる人のことをいう。
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貯 金 取 引 の 相 手 方

正解　（3）	 正解率　41.2％	

解　説

（1）株式会社など法人との取引は，代表権限のある人と行う。したがって，（1）は正しい。

テキスト P18　1-3　法人のお客さま

（2）2006 年の会社法施行に伴い有限会社は廃止され，新たに有限会社を設立することはでき

なくなった。これに伴い従来からある有限会社は，商号に「有限会社」の文字を使用しな

がら，株式会社（「特例有限会社」という）として会社法の施行後も存続できることとなっ

た。したがって，（2）は正しい。テキスト P19　1-3　法人のお客さま

（3）同窓会，同好会など法人格を有しない団体と取引をするときには，原則として，その団

体を代表する人を明確にしてもらい，団体名と代表者名，代表者の印鑑を届け出てもらっ

て取引を行う。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P19　

1-4　法人格のない団体

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　法律行為を有効に行うための能力について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　行為能力とは，法律関係の当事者となって，権利を取得したり義務を負うこ

とのできる能力をいう。
（２）　意思能力とは，行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいい，意思能

力がない状態での法律行為は無効とされる。
（３）　権利能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。

［問５］　制限行為能力者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組み

として，憲法は制限行為能力者制度を設けており，成年被後見人等を保護して
いる。

（２）　未成年者が新規で口座を開設する場合，利便性の高い総合口座の開設をおす
すめする。

（３）　認知症の高齢者など判断能力が衰えた人たちについては，法定後見制度を利
用すると，家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定
代理人となって取引をすることができる。

［問６］　貯金取引の相手方について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社など法人との取引は，代表取締役など代表権限のある人と行う必要

がある。
（２）　有限会社は，会社法の施行に伴い廃止されたが，従来からある有限会社は，

特例有限会社として存続している。
（３）　同窓会，同好会など法人格を有しない団体と取引をするときには，団体の印

鑑を届け出てもらって，団体の代表者と取引を行う。

［問７］　代理人と使者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わっ

て取引を行う。
（２）　代理人についての届出内容の変更は，必ず代理人本人から申し出てもらう必

要がある。
（３）　使者とは，正式な代理人届を出しておらず，本人から命じられた取引のみを

行うことができる人のことをいう。
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代 理 人 と 使 者

正解　（2）	 正解率　80.4％	

解　説

（1）代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わって取引を行う。

したがって，（1）は正しい。テキスト P20　2-2　代理人・使者

（2）代理人についての届出内容の変更は，必ず取引者本人から申し出てもらう必要がある。

したがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P21　2-2　代理人・使者

（3）使者とは，正式な代理人届を出しておらず，本人から命じられたままにしか取引ができ

ない人のことをいう。したがって，（3）は正しい。テキスト P21　2-2　代理人・使者

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　法律行為を有効に行うための能力について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　行為能力とは，法律関係の当事者となって，権利を取得したり義務を負うこ

とのできる能力をいう。
（２）　意思能力とは，行為の結果を判断するに足るだけの精神能力をいい，意思能

力がない状態での法律行為は無効とされる。
（３）　権利能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。

［問５］　制限行為能力者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組み

として，憲法は制限行為能力者制度を設けており，成年被後見人等を保護して
いる。

（２）　未成年者が新規で口座を開設する場合，利便性の高い総合口座の開設をおす
すめする。

（３）　認知症の高齢者など判断能力が衰えた人たちについては，法定後見制度を利
用すると，家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定
代理人となって取引をすることができる。

［問６］　貯金取引の相手方について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社など法人との取引は，代表取締役など代表権限のある人と行う必要

がある。
（２）　有限会社は，会社法の施行に伴い廃止されたが，従来からある有限会社は，

特例有限会社として存続している。
（３）　同窓会，同好会など法人格を有しない団体と取引をするときには，団体の印

鑑を届け出てもらって，団体の代表者と取引を行う。

［問７］　代理人と使者について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わっ

て取引を行う。
（２）　代理人についての届出内容の変更は，必ず代理人本人から申し出てもらう必

要がある。
（３）　使者とは，正式な代理人届を出しておらず，本人から命じられた取引のみを

行うことができる人のことをいう。
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貯 金 契 約

正解　（1）	 正解率　49.0％	

解　説

（1）お客さまの財産を預かって保管する契約を寄託契約という。したがって，（1）は正しい

ので，本問の正解である。テキスト P22　3-1　消費寄託契約

（2）契約を結ぶ者の間の合意だけで成立するのが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の

授受がないと成立しないのが要物契約である。したがって，（2）は誤っている。テキスト

P22　3-2　貯金契約は要物契約から諾成契約へ

（3）2020 年 4 月 1 日以降に窓口で新規貯金口座開設の申込みがあったときには，金銭の預入

れがなくても，窓口担当者が申込みを承諾した時点で貯金契約は成立する（ただし，窓口

での貯金口座の開設は，通常，現金による入金を伴う）。したがって，（3）は誤っている。

テキスト P22・23　3-2　貯金契約は要物契約から諾成契約へ

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金契約のように，お客さまの財産を預かって保管する契約を寄託契約とい

う。
（２）　契約には要物契約と諾成契約の２種類があり，契約の目的物の授受があれば

成立するのが要物契約，目的物の授受だけではなく契約を結ぶ者の間の合意が
ないと成立しないのが諾成契約である。

（３）　民法によれば，窓口で新規貯金口座開設の申込みがあったときには，窓口担
当者が申込みを承諾し，金銭の預入れを受けた時点で貯金契約は成立するとさ
れている。

［問９］　窓口や後方などで事務処理をする際における事務の基本に関する語句の組
み合わせとして，次のうちもっとも適当なものはどれか，（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

（１）　報告・連絡・相談
（２）　計画・検証・見直し
（３）　正確・迅速・丁寧

［問 10］　現金の取扱いについて，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．カウンターに置かれた現金の管理責任は窓口担当者（JA・JF）にあるので，
現金が置かれたら，直ちに安全なところへ移してから金額を確認する。

ｂ．現金は，２回数え（二算），タテ読みでは券種確認ができないため，２回のう
ち１回はヨコ読みを入れる。

ｃ．受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨
は，入金処理をせず日本銀行に持ち込み鑑定を受ける。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 11］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票の代筆は，法律的には代理行為とみなされるので，窓口担当者は善良な

管理者の注意義務をもって事務を処理する必要がある。
（２）　善良な管理者の注意義務とは，職業，専門家としての能力，社会的地位など

からみて一般的にもたなければならないような注意のことをいう。
（３）　視覚障害がある，手が使えないなどやむを得ない事情により自身で伝票を書

くことのできないお客さまについては，役席者の事前承認を得て，役席者（第
三者）の立ち合いのもと，意思確認を十分に行ったうえで，お客さまの面前で
代筆する。
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事 務 の 基 本

正解　（3）	 正解率　95.6％	

解　説

事務の基本は，正確・迅速・丁寧である。したがって，（3）が適当であるので，本問の

正解である。テキスト P23　4-1　基本的な心がまえ

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金契約のように，お客さまの財産を預かって保管する契約を寄託契約とい

う。
（２）　契約には要物契約と諾成契約の２種類があり，契約の目的物の授受があれば

成立するのが要物契約，目的物の授受だけではなく契約を結ぶ者の間の合意が
ないと成立しないのが諾成契約である。

（３）　民法によれば，窓口で新規貯金口座開設の申込みがあったときには，窓口担
当者が申込みを承諾し，金銭の預入れを受けた時点で貯金契約は成立するとさ
れている。

［問９］　窓口や後方などで事務処理をする際における事務の基本に関する語句の組
み合わせとして，次のうちもっとも適当なものはどれか，（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

（１）　報告・連絡・相談
（２）　計画・検証・見直し
（３）　正確・迅速・丁寧

［問 10］　現金の取扱いについて，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．カウンターに置かれた現金の管理責任は窓口担当者（JA・JF）にあるので，
現金が置かれたら，直ちに安全なところへ移してから金額を確認する。

ｂ．現金は，２回数え（二算），タテ読みでは券種確認ができないため，２回のう
ち１回はヨコ読みを入れる。

ｃ．受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨
は，入金処理をせず日本銀行に持ち込み鑑定を受ける。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 11］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票の代筆は，法律的には代理行為とみなされるので，窓口担当者は善良な

管理者の注意義務をもって事務を処理する必要がある。
（２）　善良な管理者の注意義務とは，職業，専門家としての能力，社会的地位など

からみて一般的にもたなければならないような注意のことをいう。
（３）　視覚障害がある，手が使えないなどやむを得ない事情により自身で伝票を書

くことのできないお客さまについては，役席者の事前承認を得て，役席者（第
三者）の立ち合いのもと，意思確認を十分に行ったうえで，お客さまの面前で
代筆する。
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現 金 の 取 扱 い

正解　（1）	 正解率　50.4％	

解　説

ａ．カウンターに現金が置かれたら，直ちにお客さまの面前で金額を確認して安全なところ

へ移す。したがって，a は誤っている。テキスト P24　4-3　現金の取扱い

ｂ．現金は，2 回数え，2 回のうち 1 回はタテ読みを入れる（ヨコ読みでは，1 枚 1 枚のお札

が見えないので，券種確認ができないため）。したがって，b は誤っている。テキスト P24　

4-3　現金の取扱い

ｃ．受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨は，入金処

理をせず日本銀行に持ち込み鑑定を受ける。したがって，c は正しい。テキスト P25　4-3　

現金の取扱い

以上により，正しいのは c の 1 つだけであるので，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金契約のように，お客さまの財産を預かって保管する契約を寄託契約とい

う。
（２）　契約には要物契約と諾成契約の２種類があり，契約の目的物の授受があれば

成立するのが要物契約，目的物の授受だけではなく契約を結ぶ者の間の合意が
ないと成立しないのが諾成契約である。

（３）　民法によれば，窓口で新規貯金口座開設の申込みがあったときには，窓口担
当者が申込みを承諾し，金銭の預入れを受けた時点で貯金契約は成立するとさ
れている。

［問９］　窓口や後方などで事務処理をする際における事務の基本に関する語句の組
み合わせとして，次のうちもっとも適当なものはどれか，（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

（１）　報告・連絡・相談
（２）　計画・検証・見直し
（３）　正確・迅速・丁寧

［問 10］　現金の取扱いについて，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．カウンターに置かれた現金の管理責任は窓口担当者（JA・JF）にあるので，
現金が置かれたら，直ちに安全なところへ移してから金額を確認する。

ｂ．現金は，２回数え（二算），タテ読みでは券種確認ができないため，２回のう
ち１回はヨコ読みを入れる。

ｃ．受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨
は，入金処理をせず日本銀行に持ち込み鑑定を受ける。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 11］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票の代筆は，法律的には代理行為とみなされるので，窓口担当者は善良な

管理者の注意義務をもって事務を処理する必要がある。
（２）　善良な管理者の注意義務とは，職業，専門家としての能力，社会的地位など

からみて一般的にもたなければならないような注意のことをいう。
（３）　視覚障害がある，手が使えないなどやむを得ない事情により自身で伝票を書

くことのできないお客さまについては，役席者の事前承認を得て，役席者（第
三者）の立ち合いのもと，意思確認を十分に行ったうえで，お客さまの面前で
代筆する。
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伝 票 の 取 扱 い

正解　（1）	 正解率　62.5％	

解　説

（1）代筆は，法律的には準委任とみなされる。窓口担当者は善良な管理者の注意義務をもっ

て事務を処理する必要があり，慎重な対応が必要である。したがって，（1）は誤っている

ので，本問の正解である。テキスト P26　4-4　伝票の取扱い

（2）善良な管理者の注意義務とは，職業，専門家としての能力，社会的地位などからみて一

般的にもたなければならないような注意のことをいう。したがって，（2）は正しい。テキ

スト P26　4-4　伝票の取扱い

（3）やむを得ない事情により伝票を代筆するときは，次のような点に注意して行う。

①　役席者の事前承認を得る。

②　役席者（第三者）に立ち会ってもらう。

③　お客さまの意思確認を十分に行ったうえで，お客さまの面前で代筆する。

④　代筆者，代筆理由，代筆者の係印，役席者の検印など，そのときの状況を記録して

おく。

したがって，（3）は正しい。テキスト P26　4-4　伝票の取扱い

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金契約のように，お客さまの財産を預かって保管する契約を寄託契約とい

う。
（２）　契約には要物契約と諾成契約の２種類があり，契約の目的物の授受があれば

成立するのが要物契約，目的物の授受だけではなく契約を結ぶ者の間の合意が
ないと成立しないのが諾成契約である。

（３）　民法によれば，窓口で新規貯金口座開設の申込みがあったときには，窓口担
当者が申込みを承諾し，金銭の預入れを受けた時点で貯金契約は成立するとさ
れている。

［問９］　窓口や後方などで事務処理をする際における事務の基本に関する語句の組
み合わせとして，次のうちもっとも適当なものはどれか，（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

（１）　報告・連絡・相談
（２）　計画・検証・見直し
（３）　正確・迅速・丁寧

［問 10］　現金の取扱いについて，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．カウンターに置かれた現金の管理責任は窓口担当者（JA・JF）にあるので，
現金が置かれたら，直ちに安全なところへ移してから金額を確認する。

ｂ．現金は，２回数え（二算），タテ読みでは券種確認ができないため，２回のう
ち１回はヨコ読みを入れる。

ｃ．受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨
は，入金処理をせず日本銀行に持ち込み鑑定を受ける。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 11］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票の代筆は，法律的には代理行為とみなされるので，窓口担当者は善良な

管理者の注意義務をもって事務を処理する必要がある。
（２）　善良な管理者の注意義務とは，職業，専門家としての能力，社会的地位など

からみて一般的にもたなければならないような注意のことをいう。
（３）　視覚障害がある，手が使えないなどやむを得ない事情により自身で伝票を書

くことのできないお客さまについては，役席者の事前承認を得て，役席者（第
三者）の立ち合いのもと，意思確認を十分に行ったうえで，お客さまの面前で
代筆する。
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通帳や証書，印鑑の取扱い

正解　（3）	 正解率　88.5％	

解　説

（1）通帳や証書は，お客さまの貯金債権の存在を示す証拠証券である。したがって，（1）は

正しい。テキスト P27　4-5　通帳や証書の取扱い

（2）貯金契約においては，通帳または証書と届出印をお持ちになったお客さまを正当な貯金

者として対応する。したがって，（2）は正しい。テキスト P27　4-5　通帳や証書の取扱い

（3）貯金規定には，印鑑照合について，払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当

の注意をもって照合して取り扱った場合には，それらの書類に偽造，変造その他の事故が

あっても，そのために生じた損害について JA・JF は責任を負わない旨の免責約款が定め

られている。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P27　4-5　

通帳や証書の取扱い，P28　4-6　印鑑の取扱い

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　通帳や証書は，お客さまの貯金債権の存在を示す証拠証券であり，お客さま

が金銭を預け入れている事実を証明する重要な書類である。
（２）　お客さまから貯金の払戻請求を受け付けた場合は，払戻請求書に使用された

印影と届出の印鑑との一致をもって取引者であることを確認して払戻しに応じ
る。

（３）　払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合して
取り扱ったにもかかわらず，書類に偽造，変造等の事故があった場合には，金
融機関はそのために生じた損害について責任を負わなければならない。

［問 13］　守秘義務について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報として活

用することはもちろん，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　書類やデータ，メモ類の管理はしっかりと行い，原則として外に持ち出すこ

とはしない。
（３）　貯金者の家族から，電話で貯金者の取引状況について問い合わせがあった場

合には，貯金者との関係を確認したうえで回答する。

［問 14］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　普通貯金は，１円以上１円単位で預けることができ，毎日の最終残高 1,000

円以上に対して付利単位１円で利息がつく。
（２）　総合口座は，個人のお客さま限定の商品であり，法人は利用することができ

ない。
（３）　総合口座の当座貸越は，総合口座契約のある定期貯金残高の 90％まで，貸

越利率は担保になった定期貯金の金利プラス 0.5％という JA・JFが一般的で
ある。

［問 15］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯蓄貯金は，いつでも出し入れすることができる貯金であるが，給料や年金

を自動受取したり，公共料金などの自動支払いに利用することはできない。
（２）　通知貯金は，大口の資金を短期間預けるのに適している貯金で，一定の据置

期間があり，支払いの２日以上前の通知が必要である。
（３）　当座貯金は，支払いに手形や小切手を使える貯金で，普通貯金利率が適用さ

れ，事業用の口座として利用できる貯金である。
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守 秘 義 務

正解　（2）	 正解率　82.5％	

解　説

（1）お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，外部に漏らすことはできない

が，内部情報としては有効活用できる重要な情報である。したがって，（1）は誤っている。

テキスト P28　4-7　守秘義務

（2）書類やデータ，メモ類の管理はしっかりと行い，原則として外に持ち出すことはしない。

したがって，（2）は正しいので，本問の正解である。テキスト P29　4-7　守秘義務

（3）家族の取引状況を聞かれた場合にも，守秘義務が求められる。取引者本人からの申し出

でなければ回答することはできないことを説明して，家族への回答は避ける。したがって，

（3）は誤っている。テキスト P28・29　4-7　守秘義務

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　通帳や証書は，お客さまの貯金債権の存在を示す証拠証券であり，お客さま

が金銭を預け入れている事実を証明する重要な書類である。
（２）　お客さまから貯金の払戻請求を受け付けた場合は，払戻請求書に使用された

印影と届出の印鑑との一致をもって取引者であることを確認して払戻しに応じ
る。

（３）　払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合して
取り扱ったにもかかわらず，書類に偽造，変造等の事故があった場合には，金
融機関はそのために生じた損害について責任を負わなければならない。

［問 13］　守秘義務について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報として活

用することはもちろん，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　書類やデータ，メモ類の管理はしっかりと行い，原則として外に持ち出すこ

とはしない。
（３）　貯金者の家族から，電話で貯金者の取引状況について問い合わせがあった場

合には，貯金者との関係を確認したうえで回答する。

［問 14］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　普通貯金は，１円以上１円単位で預けることができ，毎日の最終残高 1,000

円以上に対して付利単位１円で利息がつく。
（２）　総合口座は，個人のお客さま限定の商品であり，法人は利用することができ

ない。
（３）　総合口座の当座貸越は，総合口座契約のある定期貯金残高の 90％まで，貸

越利率は担保になった定期貯金の金利プラス 0.5％という JA・JFが一般的で
ある。

［問 15］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯蓄貯金は，いつでも出し入れすることができる貯金であるが，給料や年金

を自動受取したり，公共料金などの自動支払いに利用することはできない。
（２）　通知貯金は，大口の資金を短期間預けるのに適している貯金で，一定の据置

期間があり，支払いの２日以上前の通知が必要である。
（３）　当座貯金は，支払いに手形や小切手を使える貯金で，普通貯金利率が適用さ

れ，事業用の口座として利用できる貯金である。
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貯 金 商 品 の 概 要

正解　（1）	 正解率　72.9％	

解　説

（1）普通貯金は，1 円以上 1 円単位で預けられ，毎日の最終残高 1,000 円以上に対して付利

単位 100 円で利息がつく。したがって，（1）は誤っているので，本問の正解である。テキ

スト P29　5　つかう貯金

（2）総合口座は，個人のお客さま限定の商品である。したがって，（2）は正しい。テキスト

P30　5　つかう貯金

（3）当座貸越の貸越限度額は，総合口座契約のある定期貯金残高の 90％まで，貸越利率は担

保になった定期貯金の金利プラス 0.5％という JA・JF が一般的である。したがって，（3）

は正しい。テキスト P30　5　つかう貯金

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　通帳や証書は，お客さまの貯金債権の存在を示す証拠証券であり，お客さま

が金銭を預け入れている事実を証明する重要な書類である。
（２）　お客さまから貯金の払戻請求を受け付けた場合は，払戻請求書に使用された

印影と届出の印鑑との一致をもって取引者であることを確認して払戻しに応じ
る。

（３）　払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合して
取り扱ったにもかかわらず，書類に偽造，変造等の事故があった場合には，金
融機関はそのために生じた損害について責任を負わなければならない。

［問 13］　守秘義務について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報として活

用することはもちろん，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　書類やデータ，メモ類の管理はしっかりと行い，原則として外に持ち出すこ

とはしない。
（３）　貯金者の家族から，電話で貯金者の取引状況について問い合わせがあった場

合には，貯金者との関係を確認したうえで回答する。

［問 14］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　普通貯金は，１円以上１円単位で預けることができ，毎日の最終残高 1,000

円以上に対して付利単位１円で利息がつく。
（２）　総合口座は，個人のお客さま限定の商品であり，法人は利用することができ

ない。
（３）　総合口座の当座貸越は，総合口座契約のある定期貯金残高の 90％まで，貸

越利率は担保になった定期貯金の金利プラス 0.5％という JA・JFが一般的で
ある。

［問 15］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯蓄貯金は，いつでも出し入れすることができる貯金であるが，給料や年金

を自動受取したり，公共料金などの自動支払いに利用することはできない。
（２）　通知貯金は，大口の資金を短期間預けるのに適している貯金で，一定の据置

期間があり，支払いの２日以上前の通知が必要である。
（３）　当座貯金は，支払いに手形や小切手を使える貯金で，普通貯金利率が適用さ

れ，事業用の口座として利用できる貯金である。
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貯 金 商 品 の 概 要

正解　（3）	 正解率　47.3％	

解　説

（1）貯蓄貯金は，いつでも出し入れすることができる貯金であるが，給料や年金を自動受取

したり，公共料金などの自動支払いに利用することはできない。したがって，（1）は正しい。

テキスト P31　5　つかう貯金

（2）通知貯金は，大口の資金を短期間預けるのに適している。預入日から一定期間を据え

置き，支払いの 2 日以上前に知らせてもらう。したがって，（2）は正しい。テキスト P31　

5　つかう貯金

（3）当座貯金は，支払いに手形や小切手を使える貯金で，利息はつかないが，事業用の口座

として利用できる貯金である。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。

テキスト P31　5　つかう貯金

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　通帳や証書は，お客さまの貯金債権の存在を示す証拠証券であり，お客さま

が金銭を預け入れている事実を証明する重要な書類である。
（２）　お客さまから貯金の払戻請求を受け付けた場合は，払戻請求書に使用された

印影と届出の印鑑との一致をもって取引者であることを確認して払戻しに応じ
る。

（３）　払戻請求書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合して
取り扱ったにもかかわらず，書類に偽造，変造等の事故があった場合には，金
融機関はそのために生じた損害について責任を負わなければならない。

［問 13］　守秘義務について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報として活

用することはもちろん，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　書類やデータ，メモ類の管理はしっかりと行い，原則として外に持ち出すこ

とはしない。
（３）　貯金者の家族から，電話で貯金者の取引状況について問い合わせがあった場

合には，貯金者との関係を確認したうえで回答する。

［問 14］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　普通貯金は，１円以上１円単位で預けることができ，毎日の最終残高 1,000

円以上に対して付利単位１円で利息がつく。
（２）　総合口座は，個人のお客さま限定の商品であり，法人は利用することができ

ない。
（３）　総合口座の当座貸越は，総合口座契約のある定期貯金残高の 90％まで，貸

越利率は担保になった定期貯金の金利プラス 0.5％という JA・JFが一般的で
ある。

［問 15］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯蓄貯金は，いつでも出し入れすることができる貯金であるが，給料や年金

を自動受取したり，公共料金などの自動支払いに利用することはできない。
（２）　通知貯金は，大口の資金を短期間預けるのに適している貯金で，一定の据置

期間があり，支払いの２日以上前の通知が必要である。
（３）　当座貯金は，支払いに手形や小切手を使える貯金で，普通貯金利率が適用さ

れ，事業用の口座として利用できる貯金である。
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取 引 時 確 認

正解　（2）	 正解率　39.6％	

解　説

（1）個人の場合，本人特定事項（氏名・住居・生年月日），取引の目的，職業を確認するこ

とが求められる。したがって，（2）が正しいので，本問の正解である。テキスト P38　6-2　

新規口座開設のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　新規口座開設時における個人の取引時確認事項として，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，勤務先の名称・所在地
（２）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，職業
（３）　氏名・住居・生年月日・電話番号，取引の目的，職業

［問 17］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引は，取引

時確認の必要な取引とされている。
（２）　10万円を超える現金による振込は，取引時確認の必要な取引とされているが，

電気・ガス・水道・電話料金やNHKの受信料の支払いは除かれている。
（３）　200万円以内の現金取引であっても，１回当たりの取引の金額を減少させる

ために取引を分割したものであることが一見して明らかであるものは１つの取
引とみなし，当該取引の額が 200万円を超える場合には取引時確認を行わなけ
ればならない。

［問 18］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合，提示または送付を受

ける日の前３カ月以内に作成されたものに限られる。
（２）　補完書類とは，納税証明書，社会保険料領収書，公共料金領収書等で，提示

または送付を受ける日の前３カ月以内の領収日付の押印または発行年月日の記
載のあるものをいう。

（３）　マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いハイリスク取引の場
合には，改めてより厳格な確認をするとともに，その取引が 200万円を超える
財産の移転を伴う場合には，資産および収入の状況の確認も必要となる。

［問 19］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類のうち，運転免許証は，原本の提示を受けることにより確認す

る。
（２）　取引時確認にあたって，本人確認書類としてマイナンバーカードが提示され

た場合には，個人番号を記録しておく必要があるが，カードの裏面をコピーし
てはならない。

（３）　犯罪収益移転防止法は，お客さまの確認記録を検索するための事項，取引の
期日・内容等に関する記録を作成し，取引が行われた日から７年間保存するこ
とを求めている。
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取 引 時 確 認

正解　（2）	 正解率　42.1％	

解　説

（1）200 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引は，取引時確認の必要

な取引である。したがって，（1）は正しい。テキスト P38　6-2　新規口座開設のポイント

（2）電話料金や NHK の受信料の支払いは，居住実態や事業実態に即して供給されるもので

はないため，取引時確認が必要とされている。したがって，（2）は誤っているので，本問

の正解である。テキスト P38・39　6-2　新規口座開設のポイント

（3）1 回当たりの取引の金額を減少させるために取引を分割したものであることが一見して

明らかであるものは 1 つの取引とみなし，当該取引の額が 200 万円を超える場合には取引

時確認を行わなければならない。したがって，（3）は正しい。テキスト P38・39　6-2　新

規口座開設のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　新規口座開設時における個人の取引時確認事項として，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，勤務先の名称・所在地
（２）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，職業
（３）　氏名・住居・生年月日・電話番号，取引の目的，職業

［問 17］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引は，取引

時確認の必要な取引とされている。
（２）　10万円を超える現金による振込は，取引時確認の必要な取引とされているが，

電気・ガス・水道・電話料金やNHKの受信料の支払いは除かれている。
（３）　200万円以内の現金取引であっても，１回当たりの取引の金額を減少させる

ために取引を分割したものであることが一見して明らかであるものは１つの取
引とみなし，当該取引の額が 200万円を超える場合には取引時確認を行わなけ
ればならない。

［問 18］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合，提示または送付を受

ける日の前３カ月以内に作成されたものに限られる。
（２）　補完書類とは，納税証明書，社会保険料領収書，公共料金領収書等で，提示

または送付を受ける日の前３カ月以内の領収日付の押印または発行年月日の記
載のあるものをいう。

（３）　マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いハイリスク取引の場
合には，改めてより厳格な確認をするとともに，その取引が 200万円を超える
財産の移転を伴う場合には，資産および収入の状況の確認も必要となる。

［問 19］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類のうち，運転免許証は，原本の提示を受けることにより確認す

る。
（２）　取引時確認にあたって，本人確認書類としてマイナンバーカードが提示され

た場合には，個人番号を記録しておく必要があるが，カードの裏面をコピーし
てはならない。

（３）　犯罪収益移転防止法は，お客さまの確認記録を検索するための事項，取引の
期日・内容等に関する記録を作成し，取引が行われた日から７年間保存するこ
とを求めている。
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取 引 時 確 認

正解　（3）	 正解率　71.7％	

解　説

（1）本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合には，提示または送付を受ける日

の前 6 カ月以内に作成されたものに限られる。したがって，（1）は誤っている。テキスト

P39　6-2　新規口座開設のポイント

（2）補完書類とは，納税証明書，社会保険料領収書，公共料金領収書等，領収日付の押印ま

たは発行年月日の記載のあるもので，その日付が提示または送付を受ける日の前 6 カ月以

内のものに限るとされている。したがって，（2）は誤っている。テキスト P39　6-2　新規

口座開設のポイント

（3）マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いハイリスク取引の場合には，改

めてより厳格な確認をするとともに，その取引が 200 万円を超える財産の移転を伴う場合

には，資産および収入の状況の確認も必要となる。したがって，（3）は正しいので，本問

の正解である。テキスト P39　6-2　新規口座開設のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　新規口座開設時における個人の取引時確認事項として，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，勤務先の名称・所在地
（２）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，職業
（３）　氏名・住居・生年月日・電話番号，取引の目的，職業

［問 17］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引は，取引

時確認の必要な取引とされている。
（２）　10万円を超える現金による振込は，取引時確認の必要な取引とされているが，

電気・ガス・水道・電話料金やNHKの受信料の支払いは除かれている。
（３）　200万円以内の現金取引であっても，１回当たりの取引の金額を減少させる

ために取引を分割したものであることが一見して明らかであるものは１つの取
引とみなし，当該取引の額が 200万円を超える場合には取引時確認を行わなけ
ればならない。

［問 18］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合，提示または送付を受

ける日の前３カ月以内に作成されたものに限られる。
（２）　補完書類とは，納税証明書，社会保険料領収書，公共料金領収書等で，提示

または送付を受ける日の前３カ月以内の領収日付の押印または発行年月日の記
載のあるものをいう。

（３）　マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いハイリスク取引の場
合には，改めてより厳格な確認をするとともに，その取引が 200万円を超える
財産の移転を伴う場合には，資産および収入の状況の確認も必要となる。

［問 19］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類のうち，運転免許証は，原本の提示を受けることにより確認す

る。
（２）　取引時確認にあたって，本人確認書類としてマイナンバーカードが提示され

た場合には，個人番号を記録しておく必要があるが，カードの裏面をコピーし
てはならない。

（３）　犯罪収益移転防止法は，お客さまの確認記録を検索するための事項，取引の
期日・内容等に関する記録を作成し，取引が行われた日から７年間保存するこ
とを求めている。
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取 引 時 確 認

正解　（2）	 正解率　74.8％	

解　説

（1）運転免許証は，原本（コピーの提示は不可）の提示を受けることにより確認を行う。し

たがって，（1）は正しい。テキスト P40　6-2　新規口座開設のポイント

（2）マイナンバーカードには，表面に顔写真と氏名・住所・生年月日・性別が，裏面に個人

番号が記載されている。個人番号の取得は禁止されているので，提示を受けた場合には，

裏面をコピーしたり，個人番号を記録することはできない。したがって，（2）は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト P40・41　6-2　新規口座開設のポイント

（3）取引記録等の作成，保存（取引が行われた日から 7 年間）が求められている。したがって，

（3）は正しい。テキスト P41　6-2　新規口座開設のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　新規口座開設時における個人の取引時確認事項として，正しいものを１
つ選びなさい。

（１）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，勤務先の名称・所在地
（２）　氏名・住居・生年月日，取引の目的，職業
（３）　氏名・住居・生年月日・電話番号，取引の目的，職業

［問 17］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引は，取引

時確認の必要な取引とされている。
（２）　10万円を超える現金による振込は，取引時確認の必要な取引とされているが，

電気・ガス・水道・電話料金やNHKの受信料の支払いは除かれている。
（３）　200万円以内の現金取引であっても，１回当たりの取引の金額を減少させる

ために取引を分割したものであることが一見して明らかであるものは１つの取
引とみなし，当該取引の額が 200万円を超える場合には取引時確認を行わなけ
ればならない。

［問 18］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合，提示または送付を受

ける日の前３カ月以内に作成されたものに限られる。
（２）　補完書類とは，納税証明書，社会保険料領収書，公共料金領収書等で，提示

または送付を受ける日の前３カ月以内の領収日付の押印または発行年月日の記
載のあるものをいう。

（３）　マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いハイリスク取引の場
合には，改めてより厳格な確認をするとともに，その取引が 200万円を超える
財産の移転を伴う場合には，資産および収入の状況の確認も必要となる。

［問 19］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　本人確認書類のうち，運転免許証は，原本の提示を受けることにより確認す

る。
（２）　取引時確認にあたって，本人確認書類としてマイナンバーカードが提示され

た場合には，個人番号を記録しておく必要があるが，カードの裏面をコピーし
てはならない。

（３）　犯罪収益移転防止法は，お客さまの確認記録を検索するための事項，取引の
期日・内容等に関する記録を作成し，取引が行われた日から７年間保存するこ
とを求めている。
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新規口座開設時に必要とされる手続等

正解　（3）	 正解率　83.3％	

解　説

（1）設問は，OECD（経済協力開発機構）において，非居住者にかかる金融口座情報を税務

当局間で交換するための国際基準である CRS に基づく報告に関する記述である。FATCA

とは，米国の税法のことで，米国の税金を逃れるために海外の金融機関の口座に資産など

を隠すことを防止するために制定された法律で，新規口座開設時には，お客さまが米国納

税義務者に該当するかどうかを確認する必要がある。したがって，（1）は誤っている。テ

キスト P42　6-2　新規口座開設のポイント

（2）設問は，FATCA に関する記述である。金融機関では，CRS に基づき，新規口座開設時

にお客さまから居住地国名等を記載した届出書を提出してもらい，居住地国を特定し税務

署へ報告する必要がある。したがって，（2）は誤っている。テキスト P42・43　6-2　新規

口座開設のポイント

（3）貯金規定の暴力団排除条項に基づき，お客さまから「反社会的勢力ではないことの表明・

確約に関する同意書」を提出していただく必要がある。したがって，（3）は正しいので，

本問の正解である。テキスト P43　6-2　新規口座開設のポイント

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　新規口座開設時に必要とされる手続等について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１）　FATCAに基づき，お客さまから居住地国名等を記載した届出書を提出して
もらい，居住地国を特定し税務署へ報告する必要がある。

（２）　CRSに基づき，お客さまが米国納税義務者に該当するかどうかを確認する
必要がある。

（３）　お客さまから「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」を
提出していただく必要がある。

［問 21］　出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　まとまった金額の出金時には，犯罪収益移転防止法で取引時確認が求められ

ている金額ではなくとも，さりげなく資金使途を聞くなどして事故防止に努め
る必要がある。

（２）　まとまった金額の出金処理にあたっては，お客さまの確認を促すため，必ず
カウンター上で現金を数え，金額を声に出して確認したうえでお渡しする。

（３）　番号札は，法律的には免責証券の１つとされており，金融機関が番号札の所
持人にお金を支払ったときには，その人が本当の貯金者でなくても金融機関は
免責される。

［問 22］　JA・JF のさまざまなサービスについて，誤っているものを１つ選びな
さい。

（１）　デビットカード機能のついたキャッシュカードを持ったお客さまが，加盟店
で現金の支払いの代わりにカードを提示して暗証番号を入力すると，一定の締
め日に貯金口座から代金が引き落とされる。

（２）　キャッシュサービスは，１日に利用できる限度額を設け，万が一，紛失や盗
難などによりキャッシュカードが他人に悪用されることからお客さまを守って
いる。

（３）　自動受取サービスは，給与，賞与，年金などを指定口座で自動的に受け取る
ことができる（口座に入金される）サービスである。

［問 23］　振込について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　振込とは，送金方法の１つで，仕向店が受取人の取引口座のある金融機関の

店舗（被仕向店）に資金を送り，被仕向店が受取人の口座に振込金額を入金する
ことである。

（２）　同一金融機関・同一支店内の同一名義貯金口座間で資金を移し換える取引も
振込で，手数料は他金融機関宛ての振込に比べて低く設定されている。

（３）　先日付振込は，振込依頼人から依頼された振込指定日に，振込通知を発信す
る方法である。
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出 金 処 理

正解　（2）	 正解率　84.2％	

解　説

（1）まとまった金額の出金時には，資金使途を聞くなどして事故防止に努める必要がある。

したがって，（1）は正しい。テキスト P 51　2-2　出金処理のポイント

（2）出金処理にあたっては，金額を声に出すのではなく，通帳の金額欄を指し示しながら，「こ

ちらの金額のお引き出しですね。どうぞお確かめくださいませ」などと，お客さまの確認

を促すひと言を添える。また，まとまった金額の場合は，ローカウンターや応接コーナー

でお渡しするなど他のお客さまにわからないように工夫する。したがって，（2）は誤って

いるので，本問の正解である。テキスト P52　2-2　出金処理のポイント

（3）金融機関が番号札の所持人にお金を支払ったときには，その人が本当の貯金者でなくて

も金融機関は免責される。したがって，（3）は正しい。テキスト P51　2-2　出金処理のポ

イント

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　新規口座開設時に必要とされる手続等について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１）　FATCAに基づき，お客さまから居住地国名等を記載した届出書を提出して
もらい，居住地国を特定し税務署へ報告する必要がある。

（２）　CRSに基づき，お客さまが米国納税義務者に該当するかどうかを確認する
必要がある。

（３）　お客さまから「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」を
提出していただく必要がある。

［問 21］　出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　まとまった金額の出金時には，犯罪収益移転防止法で取引時確認が求められ

ている金額ではなくとも，さりげなく資金使途を聞くなどして事故防止に努め
る必要がある。

（２）　まとまった金額の出金処理にあたっては，お客さまの確認を促すため，必ず
カウンター上で現金を数え，金額を声に出して確認したうえでお渡しする。

（３）　番号札は，法律的には免責証券の１つとされており，金融機関が番号札の所
持人にお金を支払ったときには，その人が本当の貯金者でなくても金融機関は
免責される。

［問 22］　JA・JF のさまざまなサービスについて，誤っているものを１つ選びな
さい。

（１）　デビットカード機能のついたキャッシュカードを持ったお客さまが，加盟店
で現金の支払いの代わりにカードを提示して暗証番号を入力すると，一定の締
め日に貯金口座から代金が引き落とされる。

（２）　キャッシュサービスは，１日に利用できる限度額を設け，万が一，紛失や盗
難などによりキャッシュカードが他人に悪用されることからお客さまを守って
いる。

（３）　自動受取サービスは，給与，賞与，年金などを指定口座で自動的に受け取る
ことができる（口座に入金される）サービスである。

［問 23］　振込について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　振込とは，送金方法の１つで，仕向店が受取人の取引口座のある金融機関の

店舗（被仕向店）に資金を送り，被仕向店が受取人の口座に振込金額を入金する
ことである。

（２）　同一金融機関・同一支店内の同一名義貯金口座間で資金を移し換える取引も
振込で，手数料は他金融機関宛ての振込に比べて低く設定されている。

（３）　先日付振込は，振込依頼人から依頼された振込指定日に，振込通知を発信す
る方法である。
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JA・JF のさまざまなサービス

正解　（1）	 正解率　82.9％	

解　説

（1）デビットカードは，デビットカード機能のついたキャッシュカードを持ったお客さまが，

加盟店で現金の支払いの代わりにカードを提示して暗証番号を入力すると，代金が貯金口

座から即時決済される。したがって，（1）は誤っているので，本問の正解である。テキス

ト P54　3　さまざまなサービスを利用する

（2）キャッシュサービスは，万が一，紛失や盗難などによりキャッシュカードが他人に悪用

されることからお客さまを守るため，1 日当たりの利用限度額を設けている。したがって，

（2）は正しい。テキスト P54　3　さまざまなサービスを利用する

（3）自動受取サービスは，給与，賞与，年金などを指定口座で自動的に受け取ることができ

る（口座に入金される）サービスである。したがって，（3）は正しい。テキスト P53　3　

さまざまなサービスを利用する

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　新規口座開設時に必要とされる手続等について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１）　FATCAに基づき，お客さまから居住地国名等を記載した届出書を提出して
もらい，居住地国を特定し税務署へ報告する必要がある。

（２）　CRSに基づき，お客さまが米国納税義務者に該当するかどうかを確認する
必要がある。

（３）　お客さまから「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」を
提出していただく必要がある。

［問 21］　出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　まとまった金額の出金時には，犯罪収益移転防止法で取引時確認が求められ

ている金額ではなくとも，さりげなく資金使途を聞くなどして事故防止に努め
る必要がある。

（２）　まとまった金額の出金処理にあたっては，お客さまの確認を促すため，必ず
カウンター上で現金を数え，金額を声に出して確認したうえでお渡しする。

（３）　番号札は，法律的には免責証券の１つとされており，金融機関が番号札の所
持人にお金を支払ったときには，その人が本当の貯金者でなくても金融機関は
免責される。

［問 22］　JA・JF のさまざまなサービスについて，誤っているものを１つ選びな
さい。

（１）　デビットカード機能のついたキャッシュカードを持ったお客さまが，加盟店
で現金の支払いの代わりにカードを提示して暗証番号を入力すると，一定の締
め日に貯金口座から代金が引き落とされる。

（２）　キャッシュサービスは，１日に利用できる限度額を設け，万が一，紛失や盗
難などによりキャッシュカードが他人に悪用されることからお客さまを守って
いる。

（３）　自動受取サービスは，給与，賞与，年金などを指定口座で自動的に受け取る
ことができる（口座に入金される）サービスである。

［問 23］　振込について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　振込とは，送金方法の１つで，仕向店が受取人の取引口座のある金融機関の

店舗（被仕向店）に資金を送り，被仕向店が受取人の口座に振込金額を入金する
ことである。

（２）　同一金融機関・同一支店内の同一名義貯金口座間で資金を移し換える取引も
振込で，手数料は他金融機関宛ての振込に比べて低く設定されている。

（３）　先日付振込は，振込依頼人から依頼された振込指定日に，振込通知を発信す
る方法である。
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振 込

正解　（1）	 正解率　78.7％	

解　説

（1）振込とは，送金方法の 1 つで，依頼人からの委託により送金をする金融機関の店舗（仕

向店）が，受取人の取引口座のある金融機関の店舗（被仕向店）に資金を送り，送金を受

けた被仕向店が受取人の口座に振込金額を入金することである。したがって，（1）は正し

いので，本問の正解である。テキスト P60　1-1　振込の仕組み

（2）同一金融機関・同一支店内の同一名義貯金口座間で資金を移し換える取引は「振替」と

いい，手数料は無料という金融機関が一般的である。したがって，（2）は誤っている。テ

キスト P60　1-1　振込の仕組み

（3）先日付振込は，振込指定日前にあらかじめ振込通知を発信しておく方法である。したがっ

て，（3）は誤っている。テキスト P61　1-2　振込の種類

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　新規口座開設時に必要とされる手続等について，正しいものを１つ選び
なさい。

（１）　FATCAに基づき，お客さまから居住地国名等を記載した届出書を提出して
もらい，居住地国を特定し税務署へ報告する必要がある。

（２）　CRSに基づき，お客さまが米国納税義務者に該当するかどうかを確認する
必要がある。

（３）　お客さまから「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」を
提出していただく必要がある。

［問 21］　出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　まとまった金額の出金時には，犯罪収益移転防止法で取引時確認が求められ

ている金額ではなくとも，さりげなく資金使途を聞くなどして事故防止に努め
る必要がある。

（２）　まとまった金額の出金処理にあたっては，お客さまの確認を促すため，必ず
カウンター上で現金を数え，金額を声に出して確認したうえでお渡しする。

（３）　番号札は，法律的には免責証券の１つとされており，金融機関が番号札の所
持人にお金を支払ったときには，その人が本当の貯金者でなくても金融機関は
免責される。

［問 22］　JA・JF のさまざまなサービスについて，誤っているものを１つ選びな
さい。

（１）　デビットカード機能のついたキャッシュカードを持ったお客さまが，加盟店
で現金の支払いの代わりにカードを提示して暗証番号を入力すると，一定の締
め日に貯金口座から代金が引き落とされる。

（２）　キャッシュサービスは，１日に利用できる限度額を設け，万が一，紛失や盗
難などによりキャッシュカードが他人に悪用されることからお客さまを守って
いる。

（３）　自動受取サービスは，給与，賞与，年金などを指定口座で自動的に受け取る
ことができる（口座に入金される）サービスである。

［問 23］　振込について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　振込とは，送金方法の１つで，仕向店が受取人の取引口座のある金融機関の

店舗（被仕向店）に資金を送り，被仕向店が受取人の口座に振込金額を入金する
ことである。

（２）　同一金融機関・同一支店内の同一名義貯金口座間で資金を移し換える取引も
振込で，手数料は他金融機関宛ての振込に比べて低く設定されている。

（３）　先日付振込は，振込依頼人から依頼された振込指定日に，振込通知を発信す
る方法である。
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組戻し・取消し・訂正

正解　（2）	 正解率　83.1％	

解　説

（1）「振込金額や振込先を間違えたので，振込を取り消してほしい」とお客さまに依頼され

たときには，「組戻し」の手続をとる。したがって，（1）は正しい。テキスト P63　1-5　

組戻し

（2）取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信することができる。したがって，（2）は誤っ

ているので，本問の正解である。テキスト P64　1-6　取消し

（3）訂正の手続は，仕向店が被仕向店宛てに訂正依頼電文を発信し，これを受けた被仕向店

が仕向店に，訂正承諾電文を発信する。したがって，（3）は正しい。テキスト P 64　1-7　

訂正

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振込処理を終えてから，「振込金額や振込先を間違えたので，振込を取り消

してほしい」とお客さまに依頼されたときには，組戻しの手続をとる。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌々営業日まで発信するこ

とができる。
（３）　仕向店の発信内容の誤り，またはお客さまからの依頼内容に誤りがあり，仕

向店から発信した電文の一部を訂正する場合には，仕向店が被仕向店宛てに訂
正依頼電文を発信する。

［問 25］　国庫金の取扱い等について，正しいものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．国庫金の取扱いには，国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を金
融機関にある受取人の口座に振り込む「国庫金振込事務」と，国税や社会保
険料などの国庫金を受け入れる「歳入事務」がある。

ｂ．国庫金振込については，ほとんどの JA・JFが国庫金の振込先金融機関と
なっている。

ｃ．JA・JFは，所在地の管轄税務署長の指定を受けて，固定資産税，自動車税
などの公金の収納や支出事務を行っている。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問 26］　代金取立について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形の取立依頼人は振出人の取引金融機関へ取立依頼を行う。取立依頼を受

けた金融機関は支払人の口座から手形金額を引き落とす。
（２）　代金取立の対象になる証券類は，約束手形，小切手などで，支払地が遠隔地

であったり，支払期日が来ていないなどの理由で取立依頼人の貯金口座にただ
ちに入金できないものである。

（３）　代金取立においては，証券の種類や取立方式にかかわりなく，取立依頼人の
貯金口座に資金が入金される日や時間は同じである。

［問 27］　両替について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　両替を行う場合には，両替票に住所，氏名，電話番号が記入されているか，

伝票金額と持参金額は合っているか，両替金と金種は合っているかを確認する。
（２）　両替に来店するお客さまは取引先とは限らないので，過払いミスがないよう

に注意する。
（３）　両替は，お客さまへのサービスとして行っている業務なので，手数料を徴収

することはできない。
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国 庫 金 の 取 扱 い 等

正解　（1）	 正解率　54.8％	

解　説

ａ．国庫金の取扱いには，国庫金を金融機関にある受取人の口座に振り込む「国庫金振込事

務」と，国税や社会保険料などを受け入れる「歳入事務」がある。したがって，a は正しい。

テキスト P64　2-1　国庫金の取扱い

ｂ．国庫金振込については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関となっている（一

部取扱いのない JA・JF もある）。したがって，b は正しい。テキスト P64・65　2-1　国

庫金の取扱い

ｃ．JA・JF は，都道府県や市町村などの指定を受けて，市町村民税，固定資産税，自動車税，

国民健康保険料などの公金の収納や支出事務を行っている。したがって，c は誤っている。

テキスト P65　2-2　地方公共団体の代理事務

以上により，正しいのは a と b なので，（1）が本問の正解である。（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振込処理を終えてから，「振込金額や振込先を間違えたので，振込を取り消

してほしい」とお客さまに依頼されたときには，組戻しの手続をとる。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌々営業日まで発信するこ

とができる。
（３）　仕向店の発信内容の誤り，またはお客さまからの依頼内容に誤りがあり，仕

向店から発信した電文の一部を訂正する場合には，仕向店が被仕向店宛てに訂
正依頼電文を発信する。

［問 25］　国庫金の取扱い等について，正しいものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．国庫金の取扱いには，国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を金
融機関にある受取人の口座に振り込む「国庫金振込事務」と，国税や社会保
険料などの国庫金を受け入れる「歳入事務」がある。

ｂ．国庫金振込については，ほとんどの JA・JFが国庫金の振込先金融機関と
なっている。

ｃ．JA・JFは，所在地の管轄税務署長の指定を受けて，固定資産税，自動車税
などの公金の収納や支出事務を行っている。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問 26］　代金取立について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形の取立依頼人は振出人の取引金融機関へ取立依頼を行う。取立依頼を受

けた金融機関は支払人の口座から手形金額を引き落とす。
（２）　代金取立の対象になる証券類は，約束手形，小切手などで，支払地が遠隔地

であったり，支払期日が来ていないなどの理由で取立依頼人の貯金口座にただ
ちに入金できないものである。

（３）　代金取立においては，証券の種類や取立方式にかかわりなく，取立依頼人の
貯金口座に資金が入金される日や時間は同じである。

［問 27］　両替について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　両替を行う場合には，両替票に住所，氏名，電話番号が記入されているか，

伝票金額と持参金額は合っているか，両替金と金種は合っているかを確認する。
（２）　両替に来店するお客さまは取引先とは限らないので，過払いミスがないよう

に注意する。
（３）　両替は，お客さまへのサービスとして行っている業務なので，手数料を徴収

することはできない。
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代 金 取 立

正解　（2）	 正解率　62.9％	

解　説

（1）手形の取立依頼人の依頼を受けた金融機関が，支払人（振出人）の取引金融機関に取立

手形を送付し，支払人の取引金融機関は，取立手形を呈示して支払人に支払請求をする。

したがって，（1）は誤っている。テキスト P66　3-1　代金取立の仕組み

（2）代金取立の対象になる証券類は，支払地が遠隔地であったり，支払期日が来ていないな

どの理由で取立依頼人の貯金口座にただちに入金できない約束手形，小切手などである。

したがって，（2）は正しいので，本問の正解である。テキスト P67　3-2　代金取立受付時

のポイント

（3）証券の種類や取立方式によって，取立依頼人の口座に資金が入金される日や時間が異な

るので，いつ入金されるのかを確認のうえ，お客さまに説明する必要がある。したがって，

（3）は誤っている。テキスト P67・68　3-2　代金取立受付時のポイント

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振込処理を終えてから，「振込金額や振込先を間違えたので，振込を取り消

してほしい」とお客さまに依頼されたときには，組戻しの手続をとる。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌々営業日まで発信するこ

とができる。
（３）　仕向店の発信内容の誤り，またはお客さまからの依頼内容に誤りがあり，仕

向店から発信した電文の一部を訂正する場合には，仕向店が被仕向店宛てに訂
正依頼電文を発信する。

［問 25］　国庫金の取扱い等について，正しいものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．国庫金の取扱いには，国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を金
融機関にある受取人の口座に振り込む「国庫金振込事務」と，国税や社会保
険料などの国庫金を受け入れる「歳入事務」がある。

ｂ．国庫金振込については，ほとんどの JA・JFが国庫金の振込先金融機関と
なっている。

ｃ．JA・JFは，所在地の管轄税務署長の指定を受けて，固定資産税，自動車税
などの公金の収納や支出事務を行っている。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問 26］　代金取立について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形の取立依頼人は振出人の取引金融機関へ取立依頼を行う。取立依頼を受

けた金融機関は支払人の口座から手形金額を引き落とす。
（２）　代金取立の対象になる証券類は，約束手形，小切手などで，支払地が遠隔地

であったり，支払期日が来ていないなどの理由で取立依頼人の貯金口座にただ
ちに入金できないものである。

（３）　代金取立においては，証券の種類や取立方式にかかわりなく，取立依頼人の
貯金口座に資金が入金される日や時間は同じである。

［問 27］　両替について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　両替を行う場合には，両替票に住所，氏名，電話番号が記入されているか，

伝票金額と持参金額は合っているか，両替金と金種は合っているかを確認する。
（２）　両替に来店するお客さまは取引先とは限らないので，過払いミスがないよう

に注意する。
（３）　両替は，お客さまへのサービスとして行っている業務なので，手数料を徴収

することはできない。
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両 替

正解　（3）	 正解率　97.9％	

解　説

（1）両替を行う場合には，両替票に住所，氏名，電話番号が記入されているか，伝票金額と

持参金額は合っているか，両替金と金種は合っているかを確認する。したがって，（1）は

正しい。テキスト P68　4　両替

（2）両替を依頼されるお客さまは取引先とは限らないので，過払いミスがあった場合，連絡

が取れないことがある。お客さまの面前で硬貨の枚数を確認するなど，金額相違や計算ミ

スがないように注意する。したがって，（2）は正しい。テキスト P68　4　両替

（3）100 枚を超える紙幣の両替など一定の条件に当てはまる場合には，両替手数料をいただ

く金融機関が多くなっている。自店の手数料を確認するとともに，手数料をいただく場合

には，事前にお客さまに説明をして了解いただく必要がある。したがって，（3）は誤って

いるので，本問の正解である。テキスト P68　4　両替

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振込処理を終えてから，「振込金額や振込先を間違えたので，振込を取り消

してほしい」とお客さまに依頼されたときには，組戻しの手続をとる。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌々営業日まで発信するこ

とができる。
（３）　仕向店の発信内容の誤り，またはお客さまからの依頼内容に誤りがあり，仕

向店から発信した電文の一部を訂正する場合には，仕向店が被仕向店宛てに訂
正依頼電文を発信する。

［問 25］　国庫金の取扱い等について，正しいものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．国庫金の取扱いには，国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を金
融機関にある受取人の口座に振り込む「国庫金振込事務」と，国税や社会保
険料などの国庫金を受け入れる「歳入事務」がある。

ｂ．国庫金振込については，ほとんどの JA・JFが国庫金の振込先金融機関と
なっている。

ｃ．JA・JFは，所在地の管轄税務署長の指定を受けて，固定資産税，自動車税
などの公金の収納や支出事務を行っている。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問 26］　代金取立について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　手形の取立依頼人は振出人の取引金融機関へ取立依頼を行う。取立依頼を受

けた金融機関は支払人の口座から手形金額を引き落とす。
（２）　代金取立の対象になる証券類は，約束手形，小切手などで，支払地が遠隔地

であったり，支払期日が来ていないなどの理由で取立依頼人の貯金口座にただ
ちに入金できないものである。

（３）　代金取立においては，証券の種類や取立方式にかかわりなく，取立依頼人の
貯金口座に資金が入金される日や時間は同じである。

［問 27］　両替について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　両替を行う場合には，両替票に住所，氏名，電話番号が記入されているか，

伝票金額と持参金額は合っているか，両替金と金種は合っているかを確認する。
（２）　両替に来店するお客さまは取引先とは限らないので，過払いミスがないよう

に注意する。
（３）　両替は，お客さまへのサービスとして行っている業務なので，手数料を徴収

することはできない。
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ライフイベントと資金ニーズ

正解　（1）	 正解率　79.6％	

解　説

（1）家族形成期には，出産・養育資金，入園・入学資金，住宅取得資金が主な資金ニーズと

なる。したがって，（1）は適当であるので，本問の正解である。テキスト P72　1　ライ

フイベントと資金ニーズ

（2）家族成熟期には，第二子教育資金や子どもの結婚資金が主な資金ニーズとなる。したがっ

て，（2）は適当とはいえない。テキスト P72　1　ライフイベントと資金ニーズ

（3）老齢期には，老後の生活資金や病気・介護生活などにそなえる資金が主な資金ニーズとな

る。したがって，（3）は適当とはいえない。テキスト P72　1　ライフイベントと資金ニーズ

（ 8）農林中金アカデミー

［問 28］　ライフイベントと資金ニーズについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　家族形成期には，出産資金，養育資金，住宅取得資金が主な資金ニーズとな
る。

（２）　家族成熟期には，子どもの入園・入学資金，レジャー資金，住宅取得資金が
主な資金ニーズとなる。

（３）　老齢期には，老後の生活資金，病気・介護生活などにそなえる資金，住宅取
得資金が主な資金ニーズとなる。

［問 29］　貯金の利息計算等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　単利で利息がつく場合の税込利息は，元金×利率×期間（１年を 365日とす

る日割計算，片端入れ）で計算する。
（２）　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。
（３）　貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収

され，確定申告により，他の所得と合算して最終的な税額を計算する総合課税
となっている。

［問 30］　マル優の非課税対象者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　要介護認定を受けている人
（２）　寡婦年金を受けている人
（３）　住民税が非課税とされている人

［問 31］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金に限られている。
（２）　利息のつく普通貯金や定期貯金は，１組合ごとに貯金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。
（３）　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象外であるが，破綻農漁協の財産状況

に応じて積立額の一部が支払われることがある。

［問 32］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスに

なるのか，その変動の幅の可能性をいう。
（２）　一般的に，リスクが高いとリターンは低く，リスクが低いとリターンは高く

なる。
（３）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を信用リスクという。
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貯 金 の 利 息 計 算 等

正解　（3）	 正解率　77.5％	

解　説

（1）税込利息は，元金×利率×期間｛日数（片端入れ）÷ 365 日｝で計算し，期間は 1 年を

365 日とする「日割計算」で，日数計算は預入日だけを数える「片端入れ」である。したがっ

て，（1）は正しい。テキスト P73　2-1　貯金の利息計算

（2）貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。したがっ

て，（2）は正しい。テキスト P73　2-1　貯金の利息計算

（3）貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収され，それ

だけで納税が完結する源泉分離課税となっている。したがって，（3）は誤っているので，

本問の正解である。テキスト P74　2-2　貯金の利息にかかる税金とマル優・特別マル優

（ 8）農林中金アカデミー

［問 28］　ライフイベントと資金ニーズについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　家族形成期には，出産資金，養育資金，住宅取得資金が主な資金ニーズとな
る。

（２）　家族成熟期には，子どもの入園・入学資金，レジャー資金，住宅取得資金が
主な資金ニーズとなる。

（３）　老齢期には，老後の生活資金，病気・介護生活などにそなえる資金，住宅取
得資金が主な資金ニーズとなる。

［問 29］　貯金の利息計算等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　単利で利息がつく場合の税込利息は，元金×利率×期間（１年を 365日とす

る日割計算，片端入れ）で計算する。
（２）　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。
（３）　貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収

され，確定申告により，他の所得と合算して最終的な税額を計算する総合課税
となっている。

［問 30］　マル優の非課税対象者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　要介護認定を受けている人
（２）　寡婦年金を受けている人
（３）　住民税が非課税とされている人

［問 31］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金に限られている。
（２）　利息のつく普通貯金や定期貯金は，１組合ごとに貯金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。
（３）　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象外であるが，破綻農漁協の財産状況

に応じて積立額の一部が支払われることがある。

［問 32］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスに

なるのか，その変動の幅の可能性をいう。
（２）　一般的に，リスクが高いとリターンは低く，リスクが低いとリターンは高く

なる。
（３）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を信用リスクという。
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マ ル 優

正解　（2）	 正解率　72.5％	

解　説

マル優（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度）の対象となるのは，次のよう

な人である。

・身体障害者手帳の交付を受けている人

・遺族年金を受けている人（妻に限る）

・寡婦年金を受けている人

・障害年金を受けている人

・母子年金を受けている人　など

以上により，（2）の「寡婦年金を受けている人」が正しいので，本問の正解である。テ

キスト P75　2-2　貯金の利息にかかる税金とマル優・特別マル優

（ 8）農林中金アカデミー

［問 28］　ライフイベントと資金ニーズについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　家族形成期には，出産資金，養育資金，住宅取得資金が主な資金ニーズとな
る。

（２）　家族成熟期には，子どもの入園・入学資金，レジャー資金，住宅取得資金が
主な資金ニーズとなる。

（３）　老齢期には，老後の生活資金，病気・介護生活などにそなえる資金，住宅取
得資金が主な資金ニーズとなる。

［問 29］　貯金の利息計算等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　単利で利息がつく場合の税込利息は，元金×利率×期間（１年を 365日とす

る日割計算，片端入れ）で計算する。
（２）　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。
（３）　貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収

され，確定申告により，他の所得と合算して最終的な税額を計算する総合課税
となっている。

［問 30］　マル優の非課税対象者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　要介護認定を受けている人
（２）　寡婦年金を受けている人
（３）　住民税が非課税とされている人

［問 31］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金に限られている。
（２）　利息のつく普通貯金や定期貯金は，１組合ごとに貯金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。
（３）　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象外であるが，破綻農漁協の財産状況

に応じて積立額の一部が支払われることがある。

［問 32］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスに

なるのか，その変動の幅の可能性をいう。
（２）　一般的に，リスクが高いとリターンは低く，リスクが低いとリターンは高く

なる。
（３）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を信用リスクという。
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貯 金 保 険 制 度

正解　（3）	 正解率　66.3％	

解　説

（1）貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金（無利息，要求払い，決済サービス

を提供できること，という 3 要件を満たす貯金）に限られている。したがって，（1）は正

しい。テキスト P77　3-2　セーフティーネット

（2）決済用貯金以外の貯金等（一般貯金等）については，1 組合ごとに貯金者 1 人当たり元

本 1,000 万円までとその利息等が保護される。したがって，（2）は正しい。テキスト P 77　

3-2　セーフティーネット

（3）定期積金は，貯金保険制度の保護の対象となる他の一般貯金等と合算して，元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解で

ある。テキスト P77　3-2　セーフティーネット

（ 8）農林中金アカデミー

［問 28］　ライフイベントと資金ニーズについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　家族形成期には，出産資金，養育資金，住宅取得資金が主な資金ニーズとな
る。

（２）　家族成熟期には，子どもの入園・入学資金，レジャー資金，住宅取得資金が
主な資金ニーズとなる。

（３）　老齢期には，老後の生活資金，病気・介護生活などにそなえる資金，住宅取
得資金が主な資金ニーズとなる。

［問 29］　貯金の利息計算等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　単利で利息がつく場合の税込利息は，元金×利率×期間（１年を 365日とす

る日割計算，片端入れ）で計算する。
（２）　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。
（３）　貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収

され，確定申告により，他の所得と合算して最終的な税額を計算する総合課税
となっている。

［問 30］　マル優の非課税対象者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　要介護認定を受けている人
（２）　寡婦年金を受けている人
（３）　住民税が非課税とされている人

［問 31］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金に限られている。
（２）　利息のつく普通貯金や定期貯金は，１組合ごとに貯金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。
（３）　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象外であるが，破綻農漁協の財産状況

に応じて積立額の一部が支払われることがある。

［問 32］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスに

なるのか，その変動の幅の可能性をいう。
（２）　一般的に，リスクが高いとリターンは低く，リスクが低いとリターンは高く

なる。
（３）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を信用リスクという。

−31−

信用事業基礎 _貯金・為替



金 融 商 品 の リ ス ク

正解　（1）	 正解率　75.8％	

解　説

（1）金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスになるのか，

その変動の幅の可能性をいう。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキ

スト P80　1-1　リスクとリターン

（2）一般的に，リスクが高いとリターンも高く，リスクが低いとリターンも低くなる。した

がって，（2）は誤っている。テキスト P80　1-1　リスクとリターン

（3）社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性は「価格変

動リスク」である。信用リスクは，金融商品を提供している金融機関や債券や株式を発行

している企業の倒産などによって損をする可能性をいう。したがって，（3）は誤っている。

テキスト P80　1-1　リスクとリターン

（ 8）農林中金アカデミー

［問 28］　ライフイベントと資金ニーズについて，もっとも適当なものを１つ選び
なさい。

（１）　家族形成期には，出産資金，養育資金，住宅取得資金が主な資金ニーズとな
る。

（２）　家族成熟期には，子どもの入園・入学資金，レジャー資金，住宅取得資金が
主な資金ニーズとなる。

（３）　老齢期には，老後の生活資金，病気・介護生活などにそなえる資金，住宅取
得資金が主な資金ニーズとなる。

［問 29］　貯金の利息計算等について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　単利で利息がつく場合の税込利息は，元金×利率×期間（１年を 365日とす

る日割計算，片端入れ）で計算する。
（２）　貯金の利息計算にあたって，計算結果は，円未満（小数点以下）を切り捨てる。
（３）　貯金の利息に対する税金は，原則として，その支払いの際に税額が源泉徴収

され，確定申告により，他の所得と合算して最終的な税額を計算する総合課税
となっている。

［問 30］　マル優の非課税対象者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　要介護認定を受けている人
（２）　寡婦年金を受けている人
（３）　住民税が非課税とされている人

［問 31］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される貯金は，決済用貯金に限られている。
（２）　利息のつく普通貯金や定期貯金は，１組合ごとに貯金者１人当たり元本 1,000

万円までとその利息等が保護される。
（３）　定期積金は，貯金保険制度の保護の対象外であるが，破綻農漁協の財産状況

に応じて積立額の一部が支払われることがある。

［問 32］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品のリスクとは，投資した結果，収益がプラスになるのかマイナスに

なるのか，その変動の幅の可能性をいう。
（２）　一般的に，リスクが高いとリターンは低く，リスクが低いとリターンは高く

なる。
（３）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を信用リスクという。
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さ ま ざ ま な 定 期 貯 金

正解　（2）	 正解率　73.3％	

解　説

（1）スーパー定期貯金は，1 カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客さまで預入期

間 3 年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。したがって，（1）は誤っている。テ

キスト P81　2　さまざまな定期貯金

（2）変動金利定期貯金は，6 カ月ごとに金利を見直す定期貯金で，個人のお客さまが預入期

間 3 年以上で預けた場合には，半年複利で利息を計算する。したがって，（2）は正しいので，

本問の正解である。テキスト P82　2　さまざまな定期貯金

（3）期日指定定期貯金は，1 年の据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の

1 カ月以上前に期日を指定して解約する。また，必要な額だけ解約する一部解約もできる。

したがって，（3）は誤っている。テキスト P82　2　さまざまな定期貯金

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　定期貯金について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金の預入期間は最長３年であり，個人のお客さまの場合には，

半年複利で利息を計算する。
（２）　変動金利定期貯金は，６カ月ごとに金利を見直す定期貯金で，個人のお客さ

まが預入期間３年以上で預けた場合には，半年複利で利息を計算する。
（３）　期日指定定期貯金は，１年の据置期間を経過すれば，解約の１週間以上前に

期日を指定して解約することができるが，一部解約は認められていない。

［問 34］　債券について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，株式とは異なり，あらかじめ利率や満期日などを決めて発行される。
（２）　利付債券は，定期的に利子を受け取り，売却時に償還金を受け取ることがで

きる。
（３）　新窓販国債は，個人に限らず，法人やマンションの管理組合なども購入する

ことができる。

［問 35］　個人向け国債の商品概要表の（　　）内に当てはまる語句の組み合わせと
して，正しいものを１つ選びなさい。

満　期 10年 ５年 ３年

金利タイプ （　ａ　） （　ｂ　）

発行頻度 毎　月

購入単位 （　ｃ　）

中途換金 発行後１年経過すれば，いつでも中途換金可能

（１）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低１万円から１万円単位
（２）　ａ．固定金利　　ｂ．変動金利　　ｃ．最低５千円から５千円単位
（３）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低千円から千円単位

［問 36］　投資信託について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　MRFは，株式や投資信託等の購入，カード利用代金の引落し，給与振込等

に利用される証券総合口座用の投資信託である。
（２）　ETFは，主たる投資収益が，実質的に不動産投資信託および不動産投資法

人を源泉とするものである。
（３）　リート（REIT）は，日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など特定の指数

の動きに連動する運用を行う，証券取引所に上場する投資信託である。
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債 券

正解　（2）	 正解率　26.3％	

解　説

（1）債券は，国や企業などが，広く一般の投資家からまとまった資金を調達することを目的

として発行する有価証券で，資金調達するために発行するという点では株式と目的は同じ

であるが，債券では，あらかじめ利率や満期日などが決められて発行される点が株式とは

異なる。したがって，（1）は正しい。テキスト P83　4-1　債券とは

（2）利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金額である償

還金を受け取ることができる。したがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。

テキスト P83　4-1　債券とは

（3）新窓販国債は，個人に限らず，法人やマンションの管理組合なども購入することができ

る。したがって，（3）は正しい。テキスト P85　4-3　国債

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　定期貯金について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金の預入期間は最長３年であり，個人のお客さまの場合には，

半年複利で利息を計算する。
（２）　変動金利定期貯金は，６カ月ごとに金利を見直す定期貯金で，個人のお客さ

まが預入期間３年以上で預けた場合には，半年複利で利息を計算する。
（３）　期日指定定期貯金は，１年の据置期間を経過すれば，解約の１週間以上前に

期日を指定して解約することができるが，一部解約は認められていない。

［問 34］　債券について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，株式とは異なり，あらかじめ利率や満期日などを決めて発行される。
（２）　利付債券は，定期的に利子を受け取り，売却時に償還金を受け取ることがで

きる。
（３）　新窓販国債は，個人に限らず，法人やマンションの管理組合なども購入する

ことができる。

［問 35］　個人向け国債の商品概要表の（　　）内に当てはまる語句の組み合わせと
して，正しいものを１つ選びなさい。

満　期 10年 ５年 ３年

金利タイプ （　ａ　） （　ｂ　）

発行頻度 毎　月

購入単位 （　ｃ　）

中途換金 発行後１年経過すれば，いつでも中途換金可能

（１）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低１万円から１万円単位
（２）　ａ．固定金利　　ｂ．変動金利　　ｃ．最低５千円から５千円単位
（３）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低千円から千円単位

［問 36］　投資信託について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　MRFは，株式や投資信託等の購入，カード利用代金の引落し，給与振込等

に利用される証券総合口座用の投資信託である。
（２）　ETFは，主たる投資収益が，実質的に不動産投資信託および不動産投資法

人を源泉とするものである。
（３）　リート（REIT）は，日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など特定の指数

の動きに連動する運用を行う，証券取引所に上場する投資信託である。
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個 人 向 け 国 債

正解　（1）	 正解率　81.0％	

解　説

満　期 10 年 5 年 3 年
金利タイプ （a. 変動金利） （b. 固定金利）
発行頻度 毎　月
購入単位 （c. 最低 1 万円から 1 万円単位）
中途換金 発行後 1 年経過すれば，いつでも中途換金可能

したがって，（1）が正しい語句の組み合わせなので，本問の正解である。テキスト P85　

4-3　国債

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　定期貯金について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金の預入期間は最長３年であり，個人のお客さまの場合には，

半年複利で利息を計算する。
（２）　変動金利定期貯金は，６カ月ごとに金利を見直す定期貯金で，個人のお客さ

まが預入期間３年以上で預けた場合には，半年複利で利息を計算する。
（３）　期日指定定期貯金は，１年の据置期間を経過すれば，解約の１週間以上前に

期日を指定して解約することができるが，一部解約は認められていない。

［問 34］　債券について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，株式とは異なり，あらかじめ利率や満期日などを決めて発行される。
（２）　利付債券は，定期的に利子を受け取り，売却時に償還金を受け取ることがで

きる。
（３）　新窓販国債は，個人に限らず，法人やマンションの管理組合なども購入する

ことができる。

［問 35］　個人向け国債の商品概要表の（　　）内に当てはまる語句の組み合わせと
して，正しいものを１つ選びなさい。

満　期 10年 ５年 ３年

金利タイプ （　ａ　） （　ｂ　）

発行頻度 毎　月

購入単位 （　ｃ　）

中途換金 発行後１年経過すれば，いつでも中途換金可能

（１）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低１万円から１万円単位
（２）　ａ．固定金利　　ｂ．変動金利　　ｃ．最低５千円から５千円単位
（３）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低千円から千円単位

［問 36］　投資信託について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　MRFは，株式や投資信託等の購入，カード利用代金の引落し，給与振込等

に利用される証券総合口座用の投資信託である。
（２）　ETFは，主たる投資収益が，実質的に不動産投資信託および不動産投資法

人を源泉とするものである。
（３）　リート（REIT）は，日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など特定の指数

の動きに連動する運用を行う，証券取引所に上場する投資信託である。
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投 資 信 託

正解　（1）	 正解率　51.0％	

解　説

（1）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）は，株式や投資信託等の購入，カード利用代金

の引落し，給与振込等に利用される証券総合口座用の投資信託で，日々決算型の公社債投

資信託のひとつである。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト

P90　5-3　いろいろな種類の投資信託

（2）ETF（上場投資信託）は，日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など特定の指数の

動きに連動する運用を行う，証券取引所に上場する投資信託である。したがって，（2）は誤っ

ている。テキスト P90　5-3　いろいろな種類の投資信託

（3）リート（REIT）は，主たる投資収益が，実質的に不動産投資信託および不動産投資法

人を源泉とするものである。したがって，（3）は誤っている。テキスト P89　5-3　いろい

ろな種類の投資信託

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　定期貯金について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金の預入期間は最長３年であり，個人のお客さまの場合には，

半年複利で利息を計算する。
（２）　変動金利定期貯金は，６カ月ごとに金利を見直す定期貯金で，個人のお客さ

まが預入期間３年以上で預けた場合には，半年複利で利息を計算する。
（３）　期日指定定期貯金は，１年の据置期間を経過すれば，解約の１週間以上前に

期日を指定して解約することができるが，一部解約は認められていない。

［問 34］　債券について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，株式とは異なり，あらかじめ利率や満期日などを決めて発行される。
（２）　利付債券は，定期的に利子を受け取り，売却時に償還金を受け取ることがで

きる。
（３）　新窓販国債は，個人に限らず，法人やマンションの管理組合なども購入する

ことができる。

［問 35］　個人向け国債の商品概要表の（　　）内に当てはまる語句の組み合わせと
して，正しいものを１つ選びなさい。

満　期 10年 ５年 ３年

金利タイプ （　ａ　） （　ｂ　）

発行頻度 毎　月

購入単位 （　ｃ　）

中途換金 発行後１年経過すれば，いつでも中途換金可能

（１）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低１万円から１万円単位
（２）　ａ．固定金利　　ｂ．変動金利　　ｃ．最低５千円から５千円単位
（３）　ａ．変動金利　　ｂ．固定金利　　ｃ．最低千円から千円単位

［問 36］　投資信託について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　MRFは，株式や投資信託等の購入，カード利用代金の引落し，給与振込等

に利用される証券総合口座用の投資信託である。
（２）　ETFは，主たる投資収益が，実質的に不動産投資信託および不動産投資法

人を源泉とするものである。
（３）　リート（REIT）は，日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など特定の指数

の動きに連動する運用を行う，証券取引所に上場する投資信託である。
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JA バンク・JFマリンバンクにおけるコンプライアンス

正解　（2）	 正解率　96.2％	

解　説

JA バンク・JF マリンバンクでは，金融機関としての社会的責任の重みと（a. 公共的使

命）を常に認識し，（b. 公正）かつ健全な業務運営を通じてこれらを果たしていくことで，

利用者や地域社会から揺るぎない（c. 信頼）を確保するため，コンプライアンス態勢の確

立を経営上の最重要課題として取り組んでいる。さらに，業務遂行に際して堅持すべき考

え方や（d. 行動指針）を明文化した「コンプライアンスにかかる基本方針」や，遵守すべ

き法令等の内容および事故の発生時の（e. 対応手続）を規定した「コンプライアンス・マ

ニュアル」などを制定している。

以上により，（2）がもっとも適当であるので，本問の正解である。テキスト P96　1　 

JA バンク・JF マリンバンクにおけるコンプライアンス

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　JAバンク・JFマリンバンクにおけるコンプライアンスについて，次の
文章の（　）内に当てはまる語句の組み合わせとして，もっとも適当なものを
１つ選びなさい。

　JA バンク・JF マリンバンクでは，金融機関としての社会的責任の重みと
（　ａ　）を常に認識し，（　ｂ　）かつ健全な業務運営を通じてこれらを果たしてい
くことで，利用者や地域社会から揺るぎない（　ｃ　）を確保するため，コンプライ
アンス態勢の確立を経営上の最重要課題として取り組んでいる。さらに，業務遂行
に際して堅持すべき考え方や（　ｄ　）を明文化した「コンプライアンスにかかる基
本方針」や，遵守すべき法令等の内容および事故の発生時の（　ｅ　）を規定した

「コンプライアンス・マニュアル」などを制定している。
（１）　ａ．機能　　　　　ｂ．積極的　　　ｃ．発展　　ｄ．行動規範 

ｅ．ルール
（２）　ａ．公共的使命　　ｂ．公正　　　　ｃ．信頼　　ｄ．行動指針 

ｅ．対応手続
（３）　ａ．存在意義　　　ｂ．共存共栄　　ｃ．信用　　ｄ．社会的規範 

ｅ．プログラム

［問 38］　消費者契約法により，契約を取り消すことができる不当な勧誘とされる
行為について，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　重要事項について事実と異なることを告げたとき
（２）　消費者が事業者に対し，退去して欲しい旨を告げたのに事業者が退去しな

かったとき
（３）　損失の穴埋め等を約束して勧誘したとき

［問 39］　金融商品販売法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品販売法の対象となるのは，預貯金，定期積金，国債や投資信託など

の金融商品取引だけでなく，融資取引も含まれる。
（２）　説明すべき重要事項とは，元本欠損を生ずるおそれがあることや，リスク，

取引の仕組みの重要な部分などで，お客さまの投資経験等にあわせて説明する
ことが求められている。

（３）　重要事項の説明違反や断定的判断を提供したことによって，お客さまが損害
をこうむった場合には，販売業者に損害賠償責任が発生し，その額は元本欠損
額とされる。
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消 費 者 契 約 法

正解　（3）	 正解率　51.7％	

解　説

事業者が契約に際して次のような方法で勧誘し，消費者が誤認等をした場合には契約を

取り消すことができる。

・重要事項について事実と異なることを告げた（不実告知）

・消費者の利益となる旨を告げながら，重要事項について不利となる事実を故意に告げ

なかった（不利益事実の不告知）

・将来の不確実な事項について確実であると告げた（断定的判断の提供）

・消費者にとって通常の分量を著しく超えると知りながら，消費者契約の勧誘をした（過

量契約）

・消費者が事業者に対し，退去して欲しい旨を告げたのに事業者が退去しなかった（不

退去）

・消費者が（店舗などから）退去する旨の意思を示したにもかかわらず，消費者を退去

させなかった（退去妨害）

（3）の損失補てんは，金融商品取引法で定められている行為規制であり，誤っているので，

本問の正解である。テキスト P97・98　2-1　消費者契約法

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　JAバンク・JFマリンバンクにおけるコンプライアンスについて，次の
文章の（　）内に当てはまる語句の組み合わせとして，もっとも適当なものを
１つ選びなさい。

　JA バンク・JF マリンバンクでは，金融機関としての社会的責任の重みと
（　ａ　）を常に認識し，（　ｂ　）かつ健全な業務運営を通じてこれらを果たしてい
くことで，利用者や地域社会から揺るぎない（　ｃ　）を確保するため，コンプライ
アンス態勢の確立を経営上の最重要課題として取り組んでいる。さらに，業務遂行
に際して堅持すべき考え方や（　ｄ　）を明文化した「コンプライアンスにかかる基
本方針」や，遵守すべき法令等の内容および事故の発生時の（　ｅ　）を規定した

「コンプライアンス・マニュアル」などを制定している。
（１）　ａ．機能　　　　　ｂ．積極的　　　ｃ．発展　　ｄ．行動規範 

ｅ．ルール
（２）　ａ．公共的使命　　ｂ．公正　　　　ｃ．信頼　　ｄ．行動指針 

ｅ．対応手続
（３）　ａ．存在意義　　　ｂ．共存共栄　　ｃ．信用　　ｄ．社会的規範 

ｅ．プログラム

［問 38］　消費者契約法により，契約を取り消すことができる不当な勧誘とされる
行為について，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　重要事項について事実と異なることを告げたとき
（２）　消費者が事業者に対し，退去して欲しい旨を告げたのに事業者が退去しな

かったとき
（３）　損失の穴埋め等を約束して勧誘したとき

［問 39］　金融商品販売法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品販売法の対象となるのは，預貯金，定期積金，国債や投資信託など

の金融商品取引だけでなく，融資取引も含まれる。
（２）　説明すべき重要事項とは，元本欠損を生ずるおそれがあることや，リスク，

取引の仕組みの重要な部分などで，お客さまの投資経験等にあわせて説明する
ことが求められている。

（３）　重要事項の説明違反や断定的判断を提供したことによって，お客さまが損害
をこうむった場合には，販売業者に損害賠償責任が発生し，その額は元本欠損
額とされる。
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金 融 商 品 販 売 法

正解　（1）	 正解率　61.9％	

解　説

（1）融資取引（金融機関がリスクを負う商品であるため），内国為替取引や外国為替取引（内

為取引は送金が依頼どおりに行われる限り，元本欠損を生ずるおそれがない，外為取引で

も両替それ自体には元本欠損の生ずるおそれがないため）は，金融商品販売法の対象外で

ある。したがって，（1）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P98・99　2-2　

金融商品販売法

（2）お客さまの知識，経験，財産の状況，契約の目的に照らして，お客さまが理解するため

に必要な方法・程度に応じた重要事項の説明をしなければ，金融商品を販売してはならな

い。説明すべき重要事項とは，元本欠損を生ずるおそれがあることや，リスク，取引の仕

組みの重要な部分などで，お客さまの投資経験等にあわせて行うことが求められる。した

がって，（2）は正しい。テキスト P99　2-2　金融商品販売法

（3）重要事項の説明違反や断定的判断を提供したことによって，お客さまが損害をこうむっ

た場合には，販売業者に損害賠償責任が発生し，その額は元本欠損額とされる。したがって，

（3）は正しい。テキスト P99　2-2　金融商品販売法

（注）金融商品販売法（正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」）は，検定試験後

の 2021 年 11 月 1 日に改正法が施行され，名称が金融サービス提供法（正式名称は「金

融サービスの提供に関する法律」）と変更されることとなっている。

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　JAバンク・JFマリンバンクにおけるコンプライアンスについて，次の
文章の（　）内に当てはまる語句の組み合わせとして，もっとも適当なものを
１つ選びなさい。

　JA バンク・JF マリンバンクでは，金融機関としての社会的責任の重みと
（　ａ　）を常に認識し，（　ｂ　）かつ健全な業務運営を通じてこれらを果たしてい
くことで，利用者や地域社会から揺るぎない（　ｃ　）を確保するため，コンプライ
アンス態勢の確立を経営上の最重要課題として取り組んでいる。さらに，業務遂行
に際して堅持すべき考え方や（　ｄ　）を明文化した「コンプライアンスにかかる基
本方針」や，遵守すべき法令等の内容および事故の発生時の（　ｅ　）を規定した

「コンプライアンス・マニュアル」などを制定している。
（１）　ａ．機能　　　　　ｂ．積極的　　　ｃ．発展　　ｄ．行動規範 

ｅ．ルール
（２）　ａ．公共的使命　　ｂ．公正　　　　ｃ．信頼　　ｄ．行動指針 

ｅ．対応手続
（３）　ａ．存在意義　　　ｂ．共存共栄　　ｃ．信用　　ｄ．社会的規範 

ｅ．プログラム

［問 38］　消費者契約法により，契約を取り消すことができる不当な勧誘とされる
行為について，誤っているものを１つ選びなさい。

（１）　重要事項について事実と異なることを告げたとき
（２）　消費者が事業者に対し，退去して欲しい旨を告げたのに事業者が退去しな

かったとき
（３）　損失の穴埋め等を約束して勧誘したとき

［問 39］　金融商品販売法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融商品販売法の対象となるのは，預貯金，定期積金，国債や投資信託など

の金融商品取引だけでなく，融資取引も含まれる。
（２）　説明すべき重要事項とは，元本欠損を生ずるおそれがあることや，リスク，

取引の仕組みの重要な部分などで，お客さまの投資経験等にあわせて説明する
ことが求められている。

（３）　重要事項の説明違反や断定的判断を提供したことによって，お客さまが損害
をこうむった場合には，販売業者に損害賠償責任が発生し，その額は元本欠損
額とされる。
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金 融 商 品 取 引 法

正解　（2）	 正解率　58.8％	

解　説

ａ．お客さまの意思を確認しないで勧誘をしたり，お客さまの意思に反して勧誘する行為は

禁止されている。したがって，a は正しい。テキスト P100　2-3　金融商品取引法

ｂ．口頭の説明だけで金融商品を販売してはならず，契約締結時だけではなく，契約締結前

にも契約内容（重要事項等）を記載した書面の交付が義務づけられている。したがって，

b は誤っている。テキスト P100　2-3　金融商品取引法

ｃ．国債や投資信託等の案内時には，お客さまの知識，経験，財産の状況，投資目的に照ら

して，お客さま保護に欠けることのないようにしなければならず，これを適合性の原則と

いう。したがって，c は正しい。テキスト P1002-3　金融商品取引法

以上により，正しいものは a と c の 2 つであるので，（2）が本問の正解である。

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 40］　金融商品取引法について，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．お客さまの意思を確認しないで勧誘をしたり，お客さまの意思に反して勧誘
する行為は禁止されている。

ｂ．口頭の説明によって金融商品を販売した場合には，必ず契約締結後に契約内
容（重要事項等）を記載した書面を交付することが義務づけられている。

ｃ．国債や投資信託等の案内時には，お客さまの知識，経験，財産の状況，投資
目的に照らして，お客さま保護に欠けることのないようにしなければならず，
これを適合性の原則という。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 41］　預貯金者保護法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，偽造・盗難カードによる不正払出し等から個人を保護す

る法律であり，法人は補てんの対象外とされている。
（２）　預貯金の不正払戻しによる被害の補償基準については，偽造・盗難のいずれ

の場合も，預貯金者に過失がなければ，金融機関側が被害の全額を補償する。
（３）　暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合は，本人に過失があっ

たとして被害の 50％の補償に減額される。

［問 42］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害に遭った自身の口座のある金融機関に対して，

被害回復分配金の支払いを請求することができる。
（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること

が判明した場合は，可能な限り速やかに当該口座の取引停止措置をとることが
求められる。

（３）　振り込め詐欺の被害回復分配金の返還については，資金の一部または全部が
すでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金額の
上限になる。
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預 貯 金 者 保 護 法

正解　（3）	 正解率　60.4％	

解　説

（1）預貯金者保護法は，偽造・盗難カードによる不正払出し等から個人を保護する法律で

あり，法人は補てんの対象外とされている。したがって，（1）は正しい。テキスト P102　

3-1　預貯金者保護法

（2）偽造・盗難にかかわらず，預貯金者に過失がなければ，金融機関側が被害の全額を補償

するのが基本であるが，預貯金者に過失がある場合には，その過失の程度や偽造・盗難の

別に応じて補償基準が定められている。したがって，（2）は正しい。テキスト P102　3-1　

預貯金者保護法

（3）暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合や，他人に暗証番号を知らせたり

キャッシュカードを渡したような場合は，本人に重大な過失があったとして損害は補償

されない。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P102　3-1　

預貯金者保護法 （ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 40］　金融商品取引法について，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．お客さまの意思を確認しないで勧誘をしたり，お客さまの意思に反して勧誘
する行為は禁止されている。

ｂ．口頭の説明によって金融商品を販売した場合には，必ず契約締結後に契約内
容（重要事項等）を記載した書面を交付することが義務づけられている。

ｃ．国債や投資信託等の案内時には，お客さまの知識，経験，財産の状況，投資
目的に照らして，お客さま保護に欠けることのないようにしなければならず，
これを適合性の原則という。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 41］　預貯金者保護法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，偽造・盗難カードによる不正払出し等から個人を保護す

る法律であり，法人は補てんの対象外とされている。
（２）　預貯金の不正払戻しによる被害の補償基準については，偽造・盗難のいずれ

の場合も，預貯金者に過失がなければ，金融機関側が被害の全額を補償する。
（３）　暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合は，本人に過失があっ

たとして被害の 50％の補償に減額される。

［問 42］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害に遭った自身の口座のある金融機関に対して，

被害回復分配金の支払いを請求することができる。
（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること

が判明した場合は，可能な限り速やかに当該口座の取引停止措置をとることが
求められる。

（３）　振り込め詐欺の被害回復分配金の返還については，資金の一部または全部が
すでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金額の
上限になる。
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振 り 込 め 詐 欺 救 済 法

正解　（1）	 正解率　63.1％	

解　説

（1）振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞留している口座のある金融機関に対して被害回

復分配金の支払いを請求することができる。したがって，（1）は誤っているので，本問の

正解である。テキスト P103・104　3-2　振り込め詐欺救済法

（2）金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあることが判明した

場合は，被害の拡大等を防ぐために，可能な限り速やかに当該口座の取引停止措置をとる

ことが求められる。したがって，（2）は正しい。テキスト P103　3-2　振り込め詐欺救済法

（3）振り込め詐欺の被害回復分配金の返還については，資金の一部または全部がすでに引き

出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金額の上限になる。したがっ

て，（3）は正しい。テキスト P104　3-2　振り込め詐欺救済法

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 40］　金融商品取引法について，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

ａ．お客さまの意思を確認しないで勧誘をしたり，お客さまの意思に反して勧誘
する行為は禁止されている。

ｂ．口頭の説明によって金融商品を販売した場合には，必ず契約締結後に契約内
容（重要事項等）を記載した書面を交付することが義務づけられている。

ｃ．国債や投資信託等の案内時には，お客さまの知識，経験，財産の状況，投資
目的に照らして，お客さま保護に欠けることのないようにしなければならず，
これを適合性の原則という。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 41］　預貯金者保護法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，偽造・盗難カードによる不正払出し等から個人を保護す

る法律であり，法人は補てんの対象外とされている。
（２）　預貯金の不正払戻しによる被害の補償基準については，偽造・盗難のいずれ

の場合も，預貯金者に過失がなければ，金融機関側が被害の全額を補償する。
（３）　暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合は，本人に過失があっ

たとして被害の 50％の補償に減額される。

［問 42］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害に遭った自身の口座のある金融機関に対して，

被害回復分配金の支払いを請求することができる。
（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること

が判明した場合は，可能な限り速やかに当該口座の取引停止措置をとることが
求められる。

（３）　振り込め詐欺の被害回復分配金の返還については，資金の一部または全部が
すでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金額の
上限になる。
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当 座 勘 定 取 引 契 約

正解　（3）	 正解率　45.2％	

解　説

（1）当座勘定取引を行う場合に締結するのは「当座勘定取引契約」（当座貯金契約（金銭消

費寄託契約）と手形・小切手の支払委託契約）であり，金銭消費貸借契約を締結するわけ

ではない。したがって，（1）は誤っている。テキスト P106・107　1-2　契約の締結

（2）支払呈示された手形・小切手の金額が，当座勘定残高（当座勘定貸越契約があるときは

貸越極度額）を超える場合，例外的に支払資金を超えて支払うことを「過振り」といい，

この過振りをするかしないかは金融機関の裁量とされている。したがって，（2）は誤って

いる。テキスト P107　1-2　契約の締結

（3）当座勘定取引契約を解約したら，お客さまから手形・小切手用紙を速やかに返却しても

らう（契約が終わっているのに，手形や小切手を振り出して支払いをしては困るからであ

る）。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキスト P107　1-3　解約

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 43］　当座勘定取引契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　当座勘定取引を行う場合，金融機関は，事前にお客さまの信用調査を行い，

審査のうえで金銭消費貸借契約を締結する。
（２）　支払呈示された手形・小切手の金額が，当座勘定残高（当座勘定貸越契約が

あるときは貸越極度額）を超える場合，その金額を超えて支払うことはできない。
（３）　当座勘定取引契約の解約にあたって，金融機関はお客さまから手形・小切手

用紙を速やかに返却してもらう。

［問 44］　手形および小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　約束手形が支払いを約束するものであるのに対して，為替手形は支払人（第

三者）に支払いを委託するものである。
（２）　小切手は，手形とは違って，受取人が誰かは小切手上ではわからず，支払期

日もない。
（３）　金融機関を受取人，貸付金額を手形金額，弁済期を満期とする約束手形を借

用証書の代わりに借主に振り出させて，金融機関が貸付を行うことを手形割引
という。

［問 45］　約束手形の必要的記載事項について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　支払約束文句
（２）　支払人の名称
（３）　振出人の署名

［問 46］　手形交換の仕組みについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関がお客さまに代わって手形や小切手の支払呈示をする場合には，手

形交換所を通じて行うほか，直接金融機関同士でやりとりをしている。
（２）　支払期日のきた手形の支払いのための呈示は，支払期日の前日までに行わな

ければならない。
（３）　取立の委任をした手形・小切手が資金化されて依頼人の口座に入金されるま

でには，取立の依頼をした日を含めて，金融機関の営業日ベースで最低３日間
かかる。
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手 形 ・ 小 切 手

正解　（3）	 正解率　56.0％	

解　説

（1）約束手形が支払いを約束するものであるのに対して，為替手形は支払人（第三者）に

支払いを委託するものである。したがって，（1）は正しい。テキスト P110　2-1　手形，

P113　2-3　必要的記載事項

（2）小切手は，手形と違って受取人や支払期日は記載されておらず，支払場所となる金融機

関は，小切手の持参人が支払呈示をしたときに，振出人の当座貯金から支払いをする。し

たがって，（2）は正しい。テキスト P111　2-2　小切手

（3）金融機関を受取人，貸付金額を手形金額，弁済期を満期とする約束手形を借用証書の代

わりに借主に振り出させて，金融機関が貸付を行うことは「手形貸付」である。手形割引は，

満期を待たないで手形を金融機関に買い取ってもらうこと。したがって，（3）は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト P108　2-1　手形

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 43］　当座勘定取引契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　当座勘定取引を行う場合，金融機関は，事前にお客さまの信用調査を行い，

審査のうえで金銭消費貸借契約を締結する。
（２）　支払呈示された手形・小切手の金額が，当座勘定残高（当座勘定貸越契約が

あるときは貸越極度額）を超える場合，その金額を超えて支払うことはできない。
（３）　当座勘定取引契約の解約にあたって，金融機関はお客さまから手形・小切手

用紙を速やかに返却してもらう。

［問 44］　手形および小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　約束手形が支払いを約束するものであるのに対して，為替手形は支払人（第

三者）に支払いを委託するものである。
（２）　小切手は，手形とは違って，受取人が誰かは小切手上ではわからず，支払期

日もない。
（３）　金融機関を受取人，貸付金額を手形金額，弁済期を満期とする約束手形を借

用証書の代わりに借主に振り出させて，金融機関が貸付を行うことを手形割引
という。

［問 45］　約束手形の必要的記載事項について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　支払約束文句
（２）　支払人の名称
（３）　振出人の署名

［問 46］　手形交換の仕組みについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関がお客さまに代わって手形や小切手の支払呈示をする場合には，手

形交換所を通じて行うほか，直接金融機関同士でやりとりをしている。
（２）　支払期日のきた手形の支払いのための呈示は，支払期日の前日までに行わな

ければならない。
（３）　取立の委任をした手形・小切手が資金化されて依頼人の口座に入金されるま

でには，取立の依頼をした日を含めて，金融機関の営業日ベースで最低３日間
かかる。
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約束手形の必要的記載事項

正解　（2）	 正解率　30.2％	

解　説

約束手形の必要的記載事項は，①約束手形文句，②支払約束文句，③手形金額，④支払

期日（満期日），⑤支払地，⑥受取人の名称，⑦振出日，⑧振出地，⑨振出人の署名である。

したがって，（2）の「支払人の名称」が誤っているので，本問の正解である。テキスト

P112・113　3-3　必要的記載事項

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 43］　当座勘定取引契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　当座勘定取引を行う場合，金融機関は，事前にお客さまの信用調査を行い，

審査のうえで金銭消費貸借契約を締結する。
（２）　支払呈示された手形・小切手の金額が，当座勘定残高（当座勘定貸越契約が

あるときは貸越極度額）を超える場合，その金額を超えて支払うことはできない。
（３）　当座勘定取引契約の解約にあたって，金融機関はお客さまから手形・小切手

用紙を速やかに返却してもらう。

［問 44］　手形および小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　約束手形が支払いを約束するものであるのに対して，為替手形は支払人（第

三者）に支払いを委託するものである。
（２）　小切手は，手形とは違って，受取人が誰かは小切手上ではわからず，支払期

日もない。
（３）　金融機関を受取人，貸付金額を手形金額，弁済期を満期とする約束手形を借

用証書の代わりに借主に振り出させて，金融機関が貸付を行うことを手形割引
という。

［問 45］　約束手形の必要的記載事項について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　支払約束文句
（２）　支払人の名称
（３）　振出人の署名

［問 46］　手形交換の仕組みについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関がお客さまに代わって手形や小切手の支払呈示をする場合には，手

形交換所を通じて行うほか，直接金融機関同士でやりとりをしている。
（２）　支払期日のきた手形の支払いのための呈示は，支払期日の前日までに行わな

ければならない。
（３）　取立の委任をした手形・小切手が資金化されて依頼人の口座に入金されるま

でには，取立の依頼をした日を含めて，金融機関の営業日ベースで最低３日間
かかる。
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手 形 交 換 の 仕 組 み

正解　（3）	 正解率　46.7％	

解　説

（1）金融機関が，お客さまに代わって手形や小切手の支払呈示をする場合には，直接金融機

関同士でやりとりをするのではなく，手形交換所を通じて行う。したがって，（1）は誤っ

ている。テキスト P120　7　手形交換の仕組み

（2）支払期日のきた手形の支払いのための呈示は，支払期日の翌々日まで（支払期日を含め

て 3 日間）に行わなければならない。したがって，（2）は誤っている。テキスト P121　7　

手形交換の仕組み

（3）取立の委任をした手形・小切手が資金化されて依頼人の口座に入金されるまでには，取

立の依頼をした日を含めて，金融機関の営業日ベースで最低 3 日間かかる。したがって，（3）

は正しいので，本問の正解である。テキスト P122　7　手形交換の仕組み

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 43］　当座勘定取引契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　当座勘定取引を行う場合，金融機関は，事前にお客さまの信用調査を行い，

審査のうえで金銭消費貸借契約を締結する。
（２）　支払呈示された手形・小切手の金額が，当座勘定残高（当座勘定貸越契約が

あるときは貸越極度額）を超える場合，その金額を超えて支払うことはできない。
（３）　当座勘定取引契約の解約にあたって，金融機関はお客さまから手形・小切手

用紙を速やかに返却してもらう。

［問 44］　手形および小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　約束手形が支払いを約束するものであるのに対して，為替手形は支払人（第

三者）に支払いを委託するものである。
（２）　小切手は，手形とは違って，受取人が誰かは小切手上ではわからず，支払期

日もない。
（３）　金融機関を受取人，貸付金額を手形金額，弁済期を満期とする約束手形を借

用証書の代わりに借主に振り出させて，金融機関が貸付を行うことを手形割引
という。

［問 45］　約束手形の必要的記載事項について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　支払約束文句
（２）　支払人の名称
（３）　振出人の署名

［問 46］　手形交換の仕組みについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関がお客さまに代わって手形や小切手の支払呈示をする場合には，手

形交換所を通じて行うほか，直接金融機関同士でやりとりをしている。
（２）　支払期日のきた手形の支払いのための呈示は，支払期日の前日までに行わな

ければならない。
（３）　取立の委任をした手形・小切手が資金化されて依頼人の口座に入金されるま

でには，取立の依頼をした日を含めて，金融機関の営業日ベースで最低３日間
かかる。
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不渡りと取引停止処分

正解　（1）	 正解率　61.9％	

解　説

（1）資金不足等の理由で 6 カ月以内に 2 回不渡りが出ると，手形交換所の取引停止処分を受

ける。したがって，（1）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P123　8-3　取

引停止処分

（2）手形交換所による取引停止処分の目的は，正当な事由もないのに手形・小切手の支払い

を行わない取引先を排除して，手形・小切手取引の安定と信用取引の秩序の維持を図るこ

とである。したがって，（2）は正しい。テキスト P123・124　8-3　取引停止処分

（3）取引停止処分になると，取引停止処分日から 2 年間は当座勘定取引と貸出取引をするこ

とができなくなる。したがって，（3）は正しい。テキスト P124　8-3　取引停止処分

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 47］　不渡りと取引停止処分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　資金不足等の理由で１年以内に２回不渡りが出ると，手形交換所の取引停止

処分を受ける。
（２）　手形交換所による取引停止処分の目的は，正当な事由もないのに手形・小切

手の支払いを行わない取引先を排除して，手形・小切手取引の安定と信用取引
の秩序の維持を図ることである。

（３）　取引停止処分になると，取引停止処分日から２年間は当座勘定取引と貸出取
引をすることができなくなる。

［問 48］　喪失届受付のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　取引停止の事故届入力を迅速に行う必要があるので，本人確認の前にまず口

座番号を尋ね，取引停止の入力を行う。
（２）　電話での本人確認は，声だけでの確認になるので完璧にできるわけではない

が，フルネームの名前と生年月日や住所，電話番号等を尋ね，これらが一致し
ているか確認する。

（３）　取引停止の入力をしたら，キャッシュカードでの取引を停止したことと，窓
口での取引や給料の受取りなどは引き続きできることを説明する。

［問 49］　相続手続について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の取引金融機関は，相続人からの申し出の有無にかかわらず，お客

さま（被相続人）が亡くなったら，死亡の事実を登録する。
（２）　被相続人に配偶者がいれば，配偶者は第一順位の相続人になる。
（３）　被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分

の１，直系尊属（２人以上のときは全員で）２分の１である。

［問 50］　相続手続について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の貯金の残高証明書の発行依頼の受付にあたっては，相続財産の権

利者である相続人からの申し出であることを確認してから申し出に応じる。
（２）　相続人は，遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の３分の１に

払戻しをする相続人の法定相続分を乗じた額（金融機関ごとに 150万円限度）に
ついては，単独で預貯金の払戻しができる。

（３）　相続手続は，相続人が誰であるかを確認するための住民票の写しと被相続人
の届出印による相続書類の提出を受けて行う。
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喪失届受付のポイント

正解　（1）	 正解率　87.7％	

解　説

（1）口座を特定する前に，まず本人からの届出であることを確認する必要がある。したがっ

て，（1）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P132・133　1-3　喪失届受付の

ポイント

（2）電話での本人確認は，フルネームの名前と住所や電話番号等を尋ね，これらが一致して

いるか確認する。したがって，（2）は正しい。テキスト P132・133　1-3　喪失届受付のポ

イント

（3）ただ単に「取引ができないようにしました」と伝えるのではなく，止めた取引とできる

取引をきちんと説明する。したがって，（3）は正しい。テキスト P133・134　1-3　喪失届

受付のポイント

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 47］　不渡りと取引停止処分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　資金不足等の理由で１年以内に２回不渡りが出ると，手形交換所の取引停止

処分を受ける。
（２）　手形交換所による取引停止処分の目的は，正当な事由もないのに手形・小切

手の支払いを行わない取引先を排除して，手形・小切手取引の安定と信用取引
の秩序の維持を図ることである。

（３）　取引停止処分になると，取引停止処分日から２年間は当座勘定取引と貸出取
引をすることができなくなる。

［問 48］　喪失届受付のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　取引停止の事故届入力を迅速に行う必要があるので，本人確認の前にまず口

座番号を尋ね，取引停止の入力を行う。
（２）　電話での本人確認は，声だけでの確認になるので完璧にできるわけではない

が，フルネームの名前と生年月日や住所，電話番号等を尋ね，これらが一致し
ているか確認する。

（３）　取引停止の入力をしたら，キャッシュカードでの取引を停止したことと，窓
口での取引や給料の受取りなどは引き続きできることを説明する。

［問 49］　相続手続について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の取引金融機関は，相続人からの申し出の有無にかかわらず，お客

さま（被相続人）が亡くなったら，死亡の事実を登録する。
（２）　被相続人に配偶者がいれば，配偶者は第一順位の相続人になる。
（３）　被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分

の１，直系尊属（２人以上のときは全員で）２分の１である。

［問 50］　相続手続について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の貯金の残高証明書の発行依頼の受付にあたっては，相続財産の権

利者である相続人からの申し出であることを確認してから申し出に応じる。
（２）　相続人は，遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の３分の１に

払戻しをする相続人の法定相続分を乗じた額（金融機関ごとに 150万円限度）に
ついては，単独で預貯金の払戻しができる。

（３）　相続手続は，相続人が誰であるかを確認するための住民票の写しと被相続人
の届出印による相続書類の提出を受けて行う。
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相 続

正解　（1）	 正解率　37.9％	

解　説

（1）相続人からの申し出の有無にかかわらず，被相続人が死亡したら，死亡の事実を登録し，

これにより被相続人の口座は取引停止される。したがって，（1）は正しいので，本問の正

解である。テキスト P135・136　2　相続手続

（2）被相続人に配偶者がいれば，配偶者は必ず相続人になり，あとは，子（第一順位）・直

系尊属（第二順位）・兄弟姉妹（第三順位）の順に当てはまる人が相続人になる。したがっ

て，（2）は誤っている。テキスト P135・136　2-1　法定相続人と法定相続分

（3）被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合，法定相続分は配偶者 3 分の 2，直系

尊属（2 人以上のときは全員で）3 分の 1 である。したがって，（3）は誤っている。テキ

スト P136　2-1　法定相続人と法定相続分

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 47］　不渡りと取引停止処分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　資金不足等の理由で１年以内に２回不渡りが出ると，手形交換所の取引停止

処分を受ける。
（２）　手形交換所による取引停止処分の目的は，正当な事由もないのに手形・小切

手の支払いを行わない取引先を排除して，手形・小切手取引の安定と信用取引
の秩序の維持を図ることである。

（３）　取引停止処分になると，取引停止処分日から２年間は当座勘定取引と貸出取
引をすることができなくなる。

［問 48］　喪失届受付のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　取引停止の事故届入力を迅速に行う必要があるので，本人確認の前にまず口

座番号を尋ね，取引停止の入力を行う。
（２）　電話での本人確認は，声だけでの確認になるので完璧にできるわけではない

が，フルネームの名前と生年月日や住所，電話番号等を尋ね，これらが一致し
ているか確認する。

（３）　取引停止の入力をしたら，キャッシュカードでの取引を停止したことと，窓
口での取引や給料の受取りなどは引き続きできることを説明する。

［問 49］　相続手続について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の取引金融機関は，相続人からの申し出の有無にかかわらず，お客

さま（被相続人）が亡くなったら，死亡の事実を登録する。
（２）　被相続人に配偶者がいれば，配偶者は第一順位の相続人になる。
（３）　被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分

の１，直系尊属（２人以上のときは全員で）２分の１である。

［問 50］　相続手続について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の貯金の残高証明書の発行依頼の受付にあたっては，相続財産の権

利者である相続人からの申し出であることを確認してから申し出に応じる。
（２）　相続人は，遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の３分の１に

払戻しをする相続人の法定相続分を乗じた額（金融機関ごとに 150万円限度）に
ついては，単独で預貯金の払戻しができる。

（３）　相続手続は，相続人が誰であるかを確認するための住民票の写しと被相続人
の届出印による相続書類の提出を受けて行う。
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相 続 手 続

正解　（3）	 正解率　75.2％	

解　説

（1）被相続人の貯金の残高証明書の発行依頼の受付にあたっては，相続財産の権利者である

相続人からの申し出であることを確認してから申し出に応じる。したがって，（1）は正しい。

テキスト P137　2-2　相続手続

（2）遺産分割が終了する前であっても，各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどの

ためにお金が必要になった場合に，相続預金の払戻しが受けられるよう，2018 年 7 月の民

法改正により，相続預金の払戻し制度が設けられた。相続人は，遺産に属する預貯金債権

のうち相続開始時の債権額の 3 分の 1 に払戻しをする相続人の法定相続分を乗じた額（金

融機関ごとに 150 万円限度）については，単独で預貯金の払戻しができるようになった。

したがって，（2）は正しい。テキスト P137　2-2　相続手続

（3）相続手続は，相続人が誰であるかを確認するための戸籍（除籍）謄本，相続人の実印に

よる相続書類と実印の確認をするための印鑑登録証明書の提出を受けて行う。したがって，

（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P136　2-2　相続手続

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 47］　不渡りと取引停止処分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　資金不足等の理由で１年以内に２回不渡りが出ると，手形交換所の取引停止

処分を受ける。
（２）　手形交換所による取引停止処分の目的は，正当な事由もないのに手形・小切

手の支払いを行わない取引先を排除して，手形・小切手取引の安定と信用取引
の秩序の維持を図ることである。

（３）　取引停止処分になると，取引停止処分日から２年間は当座勘定取引と貸出取
引をすることができなくなる。

［問 48］　喪失届受付のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　取引停止の事故届入力を迅速に行う必要があるので，本人確認の前にまず口

座番号を尋ね，取引停止の入力を行う。
（２）　電話での本人確認は，声だけでの確認になるので完璧にできるわけではない

が，フルネームの名前と生年月日や住所，電話番号等を尋ね，これらが一致し
ているか確認する。

（３）　取引停止の入力をしたら，キャッシュカードでの取引を停止したことと，窓
口での取引や給料の受取りなどは引き続きできることを説明する。

［問 49］　相続手続について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の取引金融機関は，相続人からの申し出の有無にかかわらず，お客

さま（被相続人）が亡くなったら，死亡の事実を登録する。
（２）　被相続人に配偶者がいれば，配偶者は第一順位の相続人になる。
（３）　被相続人の配偶者と直系尊属が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分

の１，直系尊属（２人以上のときは全員で）２分の１である。

［問 50］　相続手続について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の貯金の残高証明書の発行依頼の受付にあたっては，相続財産の権

利者である相続人からの申し出であることを確認してから申し出に応じる。
（２）　相続人は，遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の３分の１に

払戻しをする相続人の法定相続分を乗じた額（金融機関ごとに 150万円限度）に
ついては，単独で預貯金の払戻しができる。

（３）　相続手続は，相続人が誰であるかを確認するための住民票の写しと被相続人
の届出印による相続書類の提出を受けて行う。
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ２ 問11 １ 問21 ２ 問31 ３ 問41 ３

問２ ３ 問12 ３ 問22 １ 問32 １ 問42 １

問３ １ 問13 ２ 問23 １ 問33 ２ 問43 ３

問４ ２ 問14 １ 問24 ２ 問34 ２ 問44 ３

問５ ３ 問15 ３ 問25 １ 問35 １ 問45 ２

問６ ３ 問16 ２ 問26 ２ 問36 １ 問46 ３

問７ ２ 問17 ２ 問27 ３ 問37 ２ 問47 １

問８ １ 問18 ３ 問28 １ 問38 ３ 問48 １

問９ ３ 問19 ２ 問29 ３ 問39 １ 問49 １

問10 １ 問20 ３ 問30 ２ 問40 ２ 問50 ３
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正解一覧表


